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序　　　 文

このたび、一般国道11号松山東道路が建設されるにあ

たり、愛媛県教育委員会が主体となり、一部松山市教育

委員会が担当して、当該建設予定地域内に所在する、埋

蔵文化財の発掘調査を実施しました。

調査にあたり、関係機関や地元の方々の多大の御協力

を得ましたことに対して、ここに深く感謝の意を表する

とともに、調査関係各位の労を多とする次第であります。

本報告書は、皆様の十分な御期待に沿い得ない面もあ

るかと存じますが、古代文化解明のために、活用いただ

ければ幸です。

なお、今後とも埋蔵文化財の保存保護について、一層

の御協力をお願いします。

昭和56年３月23日

愛媛県教育委員会

教育長　 西 田 春 善
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   例　　　 言

  １　 本報告書は、愛媛県教育委員会が、一般 国道11 号松山

 東道路建設工事に伴い、昭和51年１月20日から同年３月

 ５日の間に実施した、緊急発掘調査の記録である。

  ２　 本調査は、建設省四国地方建設局松山工事事務所から

  委託 を受けて、愛媛県教育委員会が調査したものである。

  ３　調査内容は 、松山市北久米町から久米窪田町までの確

  認調査及び北久米遺跡についてである。

  ４　本報告書の作成にあ たり、確 認調査の執筆は、河野藤

  吉、長井数秋が担当し、北久米遺跡の執筆は長井数秋が

  主体となって、岡田敏彦 、土居陸子、阪本安光が一部手

  伝った。

  ５　 本稿の編集は、愛媛 県教育委員会文化課教育専門員阪

  本安光 が行った。
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Ｉ　序説

１　 発掘 調査に 至 る経 緯

昭和49年に松山市教育委員会が実施した釜ノ囗から北久米町の農免道路に至る松山東道路

建設予定地内の発掘調査の結果、この区間内に多くの遺跡があったことが判明した。そのう

ち東端の農免道路西側周辺にも遺構が検出されており、これの延長部にも当然遺跡の存在が

推定された。

今回、予定されている北久米町より北窪田町に至る約2,100mの松山東道路建設予定地の

周辺には、二塚古墳やたんち山古墳、高畑遺跡､来住廃寺跡、来住遺跡、軍ヶ森遺跡等の多く

の遺跡が分布している。さらに、これに加えるに来住町から北窪田に至る道路建設予定地内

から数年前の瓦用の粘土採取の際に多くの遺物が出土したことが確認されていた。このよう

なことから当然の結果として、道路建設予定地全線にわたって多数の遺跡の存在することが

考えられた。

このため、建設省四国地方建設局松山工事事務所と愛媛県教育委員会が協議をおこない、

道路建設予定地全線にわたって確認調査のための発掘調査と本来の発掘調査を併せて実施す

ることにした。

建設省四国地方建設局と愛媛県との間の調査に係る委託契約は昭和51年１月10日に締結さ

れ、これにもとずいて昭和51年１月20日から着手した。

なお、調査に係る組織は以下のとおりである。

　　(1)　調査依頼者　　建設省四国地方建設局松山工事事務所

(2) 調査主体者　　愛媛県知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3) 調査機関　　　愛媛県教育委員会

(4) 調査団組織

指導顧門　　　西田　栄　　愛媛県文化財保護審議会委員

調査員　　　　長井数秋　　愛媛県教育委員会文化課教育専門員

　　　　〃　　　　　八木武弘　　　　　　　〃　　　　　専門員補

　　　　〃　　　　　河野藤吉　　愛媛県立第一養護学校教諭

　　　　〃　　　　　米倉　豊　　愛媛県立松山南高等学校教諭

　　　　〃　　　　　芥川利夫　　愛媛県文化財巡視員

調査補助員　　岡田敏彦　　仏教大学学生

　　　　〃　　　　　土居陸子　　松山東雲短大学生

調査事務局　　今村三郎　　愛媛県教育委員会文化課長

岡林忠雄　　　　　〃　　　　文化課長補佐
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福井真男　　愛媛県教育委員会文化課文化財係長

高市慶久　　　　　〃　　　　文化課庶務係長

猪森光利　　　　　〃　　　　文化課庶務係

２　 調査 の概要

調査は昭和50年12月16日から準備をはじめ、同日、米倉、八木、長井で建設予定地内全線

を踏査し、続いて同月20日、建設省四国地方建設局松山工事務所調査係と同道して、再度全

線を踏査した。20日は道路建設予定地内の未買収地の確認に主体をおいた。

昭和51年１月24日には、発掘事務所において調査団会議を開催し、今後の調査の方針、方

法等の細部についての討議をおこなった。

遺跡確認のための現場の発掘作業は昭和51年１月20日の午後より開始された。確認のため

の発掘調査は、ユンボーにより幅80㎝、深さは一定せずほぼ地山面までとした。ユンボーに

よる試掘溝は農免道路に面する西部よりおこない、原則として道路予定地の北側端部を調査

することにした。地形上の制約や粘土採取等でやむを得ない場所では、中央部ないしは南端

に一部変更した場所もある。

なお、河川、道路、用水路、未買収地は調査の対象外とした。

ユンボーによる試掘調査は、その地層断面と試掘溝床面の削平による遺構ならびに遺物包

含の有無と、ユンボーで掘り出された土壤中に含まれている遺物によって確認をおこなった。

ユンボーによる試掘に併行して地層の堆積層序図を作成した。

ユンボーによる試掘調査は昭和51年2月1日に終了し、続いて同月３日に試掘溝の堆積層

　　 序図の作製を完了した。

この結果、全線にわたって15箇所の遺跡が存在することを確認した。これを便宣的に西部

よりR11-1遺跡とし、順次番号を付し東端部のR11-15遺跡までとした。

昭和51年2月4日より確認されたR11-1遺跡の発掘調査に着手する。まず堆積層序図は

地山面までは確認調査の段階で完了しているので、全面ユンボーによって表土作業をおこな

う。この作業が2月16日に完了したので、2月17日より手掘りで遺構の検出にかかった。3月

5日に現地での発掘作業を一応完了する。なおR11-1遺跡の南部の一部は未調査である。

発掘調査の結果、古墳時代の住居跡1個と、それに伴う柱穴、各種土壙群と、弥生時代の

住居跡1個と、それに伴う柱穴群を検出した。

なお、R11-1遺跡の全貌は南部の発掘が完了した段階でないと明らかとならないので、

ここではとりあえず現在までの発掘の成果を記すに留めたい。

３　 遺 跡の位 置お よび環 境
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松山平野の中央部を貫流する石手川と重信川に挾まれた広大な地域は、地味の肥沃な農耕

地となっている。特にこの両河川に挾まれた高繩半島の杉立山に水源を発する小野川は松山

市平井町付近で扇状地を形成しながら、北窪田、南窪田、南久米、北久米町一帯の洪積台地

を開析しながら蛇行し、星ノ岡山、東山等を迂回して石手川に合流している。

今回調査した全長約2,100mにわたる松山東道路は､ほぼこの小野川の開析した洪積台地の

右岸に沿って走行するものである。道路予定地の西半分はそれゆえ浸食崖下を縦断している。

東半分は完全に洪積台地上を走行する。これらの小野川に面した浸食崖下は、現在ではそれ

ほど起伏に富んではいないが、試掘調査の結果では浸食崖面にさらに小開析谷が存在し、こ

れがほとんど埋没してしまっていることが明らかとなった。遺跡はこの小開析谷中に分布す

る傾向を有している。

他方、歴史的環境はというと、この周辺には余り顕著な繩文遺跡は現在までには発見され

ていない。しかし、小野川の下流に存在する星ノ岡山、天山、東山等の分離独丘稜上には弥

生時代の墳墓や古墳が集中しており、この周辺の低湿地中には同時代の各種の遺構があるこ

とが今までの発掘調査によって明らかとなっている。翻って本遺跡群の北方の洪積台地上

には、弥生前期から中期にかけての多くの遺跡と、R11-1遺跡の北方の至近距離の地点に

は、前方後円墳とみられる二塚古墳やたんち山古墳等があり、洪積台地に続く芝ヶ峠を中

心とした山地には、芝ヶ峠、今吉、平井の各古墳群が集中している。

さらにR11-9遺跡の北方100mには奈良時代の来住廃寺跡があることから、この来住廃寺

跡を中心とした地域には当時の集落が形成されていたとみることができる。奈良時代の久

米郡の所在は明らかでないが、久米の地名が本遺跡群周辺に残存していることから、この

周辺にあったことはほぼ疑いのない事実であろう。

今回調査した範囲から各時代の豊富な遺物が出土したことがこれを如実に物語ってくれて

いるといってもあながち過言ではなかろう。いずれにせよ、今回の11号松山東道路予定地が、

これら古代の遺跡の上を通過することは古代の交通路を考えるうえからも興味のあることで

ある。

第１図　 周辺の遺跡位図の凡例
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163

(弥生 、土 師)

高畑遺物 包蔵地

北久米遺跡

長隆寺遺跡

鷹 ノ子遺物 包蔵地①

鷹 ノ子-遺物 包蔵地②

荏原城址

桑 原遺物 包蔵地

 (弥生・古墳)

中村二丁目遺物包蔵地

南中学遺物 包蔵地

(古墳)

3



周辺の遺跡位置図
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確　認　調　査





  Ⅱ　確　認　調　査

１　 確 認 のため の発掘調査

 No.１

北久米遺跡で詳細に記述する。

     No.２

第１層の表土は灰褐色土で遺物を含まない。第２層は褐色粘質で須恵器片を含む。第３層

層は黒灰色土で土師器・須恵器を含む。第４層は地山で溝跡と住居跡の掘込みがある。これ

らの遺構には黒灰色有機質砂質土が堆積している。この区のNo.３側は旧堀越川の河床で、上

層は砂礫層、下層は黒色粘質土層となっている。この区を遺跡番号R11-２とする。

     No.３

第１層の表土は灰褐色土、第２層は褐色粘質土で、ともに遺物を含まない。No.２側は堀越

川の河床で、第３層以下の層序は褐色粘質土・暗褐色粘質土・褐色砂質土･ 礫層となり、自

然堤防と考えられる地山は第７層である。この区からの遺物は検出されなかった。

     No.４

第１層の表土は灰褐色土、第２層は褐色砂質土である。第１層と第２層の間に一部灰褐色

土を有する。No.３側の第３層（地山）の掘込みには礫が堆積している。

     No.５

第１層の表土は灰褐色土、第２層も灰褐色土で、ともに遺物を含まない。第３層は暗褐色 

     土（一部灰褐色粘質土）で、土師器・須恵器を含む。第４層（地山）に２箇所の掘込みが検

出される。

     No.６

第１層の表土は灰褐色土、第２層も灰褐色土である。第３層は暗褐色土で、ともに遺物を

含まない。第４層（地山）の掘込み内には黒色土が堆積し、土師器片が検出された。No.５と

ともに遺跡番号R11-3とする。

     No.７

この区の表土面は、No.６側が１段低くなっていて、第１層が礫層、第２層が暗黒色土であ
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る。No.８側は第１層の表土が灰褐色土で、第２層が褐色土、第３層が暗黒色土、第４層が地

山である。一部に黒色土の堆積をみる。No.７を遺跡番号R11-4 とする。

    No.８

第１層の表土は灰褐色土、第２層は黒褐色土、第３層は暗黒色土、第４層は地山である。

遺物は検出されなかった。

    No.９

第１層の表土は灰褐色土、第２層も灰褐色土である。第３層は褐色土で、土師器・須恵器

片を検出した。第４層（地山）から２個のピットを検出した。

    No.10

第１層の表土は灰褐色土、第２層も灰褐色土、第３層は暗黒色土である。第４層（地

山）から２個のピットを検出した。No.８･No.９とともに遺跡番号R11-5 とする。

    No.11

第１層の表土は灰褐色土、第２層も灰褐色土である。第３層は旧河床で礫含層となってい

る。No.12側は溜水のため計測できなかった。

    No.12

第１層の表土は灰褐色土、第２層は褐色土、第３層は灰褐色粘質土、第４層は礫層となっ

ている。この第４層が旧河床で、以下溜水のため計測できなかった。

    No.13

第１層の表土は灰褐色土、第２層も灰褐色土、第３層は褐色土、第４層が礫層となってい

る。この第４層が旧河床で、以下溜水のため計測できなかった。

    No.14

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は褐色土で、第１層・第３層の間に部分的に含ま

れる。第３層は暗褐色粘質土で弥生土器を包含する。第３層以下は溜水のため計測できなか 

った。

    No.15

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は黒色粘質土で遺物包含層である。第３層は地山
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山である。No.14とともに遺跡番号R11-6 とする。

     No.16

第１層の表土は灰褐色土、第２層は褐色土である。第３層は暗黒色土で、弥生時代前期お

よび古墳時代（須恵器）の遺物包含層である。一部第４層（地山）も検出されたが、第３層

下部より溜水のため計測できなかった。

     No.17

　第１層の表土は灰褐色土である。第２層は暗黒色土で、弥生時代前期の土器を包含する。 

No.16とともに遺跡番号R11-7とする。

     No.18

　第１層の表土は灰褐色土である。第２層は暗黒色土で、弥生時代前期の土器、および奈良時代

のものと考えられる布目瓦を包含する。第３層下部より溜水のため計測できなかった。 

No.18を遺跡番号R11-8とする。

     No.19

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は褐色土で、No.20側では検出されない。第３層は

灰褐色砂礫質土で、第４層は地山である。第１層より第４層にいたるまで遺物は検出されな

かった。

     No.20

第１層より第３層にいたるまで灰褐色土である。第４層（地山）において暗黒色土の溝を

検出する。なお、全面にピットが散在する。出土遺物は須恵器であるが、時代は不明であ

る。遺構・遺物の検出により、遺跡番号R11-9 とする。

     No.21

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は暗褐色土であるが、遺物を包含しない。第３

層は第２層と同じ暗褐色土であるが遺物を包含する。No.21を遺跡番号Ｒ11-10とする。

     No.22

第１層（表土)・第２層ともに灰褐色土である。第２層と第３層（地山）との間に、一部褐

色土を有する。第３層にピット・焼土を検出し、弥生時代の遺物を包含する黒色土の掘込み

を有する。
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  No.23

第１層の表土は灰褐色土である。第２層の地山にピット・土壙状遺構等と思われる黒色土

の掘込みを有する。No.22とともに遺跡番号R11-11とする。

  No.24

第１層は灰褐色土（表土)、第２層は地山で、遺物は検出されなかった。

  No.25

第１層の表土は灰褐色、第２層は地山で、遺物は検出されなかった。

  No.26

第１層の表土は灰褐色土で、一部第３層（地山）と接している。第２層は暗黒色土で、土

師器・須恵器を包含する。ピット等 も検出された。遺跡番号R 11-12とする。

  No.27

第１層の表土は灰褐色土である。No.28側で、下部を水面に没する暗褐色土の第２層を検出

する。第１層・第２層ともに遺物は検出されなかった。

  No.28

第１層の表土は灰褐色土、第２層は石炭ガラ、第３層は地山である。遺物は検出されなか 

った。第２層は瓦用の粘土を採取したあとの客土である。

  No.29

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は花崗岩分解土、および石炭ガラである。 遺物は

検出されなかった。 第２層は瓦用の粘土を採取したあとの客土である。

  No.30

第１層の表土は灰褐色土、第２層は真土である。遺物は検出されなかった。 第２層は瓦用

の粘土を採取したあとの客土である。

  No.31

第１層の表土は灰褐色土、第２層は真土である。遺物は検出されなかった。 第２層は瓦用

の粘土を採取したあとの客土である。

８



   No.32

第１層の表土は灰褐色土、第２層は真土である。遺物は検出されなかった。第２層は瓦用

の粘土を採取したあとの客土である。

   No.33

第１層の表土は灰褐色土、第２層は真土である。遺物は検出されなかった。第２層は瓦用

の粘土を採取したあとの客土である。

   No.34

第１層の表土は灰褐色土、第２層は地山である。遺物は検出されなかった。

   No.35

第１層の表土は灰褐色土、第２層は地山である。遺物は検出されなかった。

   No.36

第１層の表土は灰褐色土、第２層は地山である。遺物は検出されなかった。

   No.37

第１層の表土は灰褐色土、第２層は地山である。遺物は検出されなかった。

   No.38

第１層の表土は灰褐色土、第２層は地山である。遺物は検出されなかった。

   No.39

第１層の表土は灰褐色土である。第１層と第３層（地山）との間に暗黒色土の第２層を有

する。第３層を掘込んで第２層があることから、遺構があるものと考えられる。

   No.40

第１層の表土は灰褐色土、第２層は褐色土で、ともに遺物はない。第３層は暗黒色土で、

須恵器を包含する。ピットおよび暗黒色の溝状遺構が、第４層（地山）から検出される。

   No.41

第１層の表土は灰褐色土である。第１層と第３層（地山）との間に、暗黒色土の第２層を

検出した。これが遺物包含層と考えられる。

９



No.42

第１層の表土は灰褐色土である。地山の一部に溝状遺構を検出する。No.39から42までを遺

跡番号R11-13とする。

No.43

第１層の表土は灰褐色土、第２層は地山である。遺物は検出されなかった。

No.44

第１層の表土は灰褐色土である。第２層の地山からピットが検出されたことから、この第

２層に遺構があるものと考えられる。

No.45

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は暗褐色（一部は暗黒色）土である。第２層は第

３層（地山）を掘込んだ所から検出された。No.46側の第２層は、池または川状遺構と考えら

れ、土師器・須恵器をはじめ、木棒片が検出された。

     No.46

第１層の表土は灰褐色土、第２層は暗黒色土、第３層は地山である。第３層において遺構

が検出された。No.47側では第２層と第３層の間に灰色砂礫土層を有する。No.44 No.45ととも

に遺跡番号R11-14とする。

     No.47

第１層の表土は灰褐色土、第２層は暗褐色～暗黒色土、第３層は地山である。第３層にお

いて遺構を検出する。 一部溜水のため計測できなかった。

     No.48

第１層の表土は灰褐色土である。第２層は黒褐色土で遺物包含層である。第３層は地山で

黒褐色土の掘込みを有する。

     No.49

第１層の表土は灰褐色土、第２層は褐色土である。第３層は地山で掘込みに暗黒色土を有

     し、土師器を検出する。

     No.50
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第１層・第２層ともに灰褐色土である。一部溜水のため計測できなかった。No.47よりNo.50

までを遺跡番号R11-15とする。

２　 確 認さ れた遺跡の概 要

(1)　R11-1 (北久米遺跡)

本遺跡については、Ⅲ北久米遺跡で詳細に記述する。

(2)　R11-2 (前川Ｉ遺跡)(第１図)

本遺跡の面積は1,500㎡である。堆積層序は灰褐色の表土20㎝、第２層の褐色粘質土40㎝、

第３層の黒灰色土30㎝で、第４層の地山にいたる。出土層位は第２・第３層で、第４層の地

山に遺構の掘込みがある。出土遺物は、磨製石斧・サヌカイト剝片( 石鏃)､弥生式土器・土

師器・須恵器である。遺構は、ピット・溝状遺構・住居跡を検出した。

遺物は、弥生式土器口縁部２点のうちの一つは、口縁径15.4cmの壺形土器の一部で、口縁

部に２条の凹線があり、他方は口縁径14.0㎝で、口縁部に幅1.5㎝のふくらみがある。土師

器４点はすべて平底の底部である。須恵器は、口縁を有する１点は口縁径14.5㎝のもので、

底部を破損してはいるがほぼ全体の器形がわかる。底部５点のうちの２点は脚部があり、あ

とは丸底２点(坏)と平底１点である。遺構は幅４mの住居跡･1.5m幅の溝状遺構・径50㎝

のピットを検出した。それらの遺構のレベルは地表下80～90㎝でほぼ安定している。

この遺跡は、以上の遺物・遺構を検出した出土層序によって、弥生中期後半・古墳時代・

奈良時代にわたる複合遺跡と考えられる。

(3) R11-3(前川Ⅱ遺跡)

本遺跡の面積は1,250㎡である。堆積層序は灰褐色の表土10㎝、第２層の灰褐色土28㎝、

第３層の暗褐色土12㎝で、第４層の地山にいたる。出土層位は第３層で、弥生式土器・土師

器・須恵器を検出した。第４層の地山に遺構の掘込みがあり、住居跡・土壙のほか､幅180㎝

にわたる黒色土の遺物包含層も検出した。弥生式土器片の中には沈線と列点を組み合わせた

見事な文様のものもある。

この遺跡は、以上の遺物・遺構を検出した出土層序によって、弥生前期・古墳時代・奈良

時代にわたる複合遺跡と考えられる。

(4) R11-4(高畑Ｉ遺跡)

本遺跡の面積は750㎡である。堆積層序は灰褐色の表土10㎝、第２層の褐色土20㎝、第3
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層の暗黒色土65㎝で、第４層の地山にいたる。第２層の褐色砂質土層から、石棒、および土

師器・須恵器を検出した。石棒は長さ25.7㎝･幅5.2㎝の細長いものである。土師器・須恵器

は小破片のみである。また、遺構は検出できなかった。

この遺跡は、以上の遺物を検出した出土層序によって、古墳時代のものと考えられる。

(5) R11-5（高畑Ⅱ遺跡）

本遺跡の面積は1,750㎡である。堆積層序は灰褐色の表土10㎝、第２層の灰褐色土28㎝、第

３層の暗黒色土32㎝で、第４層の地山にいたる。出土層位は第３層で、第４層の地山に遺構

の掘込みがある。

遺物は、土師器・須恵器・サヌカイト片のほか、櫂状木器１点を検出した。遺構は、住居

跡のほか、ピット９個を検出した。

この遺跡は、以上の遺物、遺構を検出した出土層序によって、古墳時代・奈良時代にわた

る複合遺跡と考えられる。

(6) R11-6 （来住Ｉ遺跡)(第２図）

本遺跡の面積は1,500㎡である｡堆積層序は灰褐色の表土12㎝、第２層は褐色土で18㎝、第

３層は暗褐色粘質土が60㎝で、第４層の地山にいたる。出土層位は第３層である。遺構は検

出できなかったが、地表面下50～100㎝に弥生式土器を多数包含する黒色土の遺物包含層を

検出したので、住居跡などの遺構の検出される可能性がある。

遺物のうち、弥生式土器の口縁は５点で、そのうち４点は無文であるが、１点は壺形土器

の複合口縁で、口縁部に櫛抽き波状文および斜格子文が、頸部には張付突帯があって刻み目

斜格子文が施文されている。底部は平底８点・上げ底３点・脚部を有するもの１点である。

また、高坏脚部１点のほか、器形不明の土器片３点も検出した。器台形土器は褐色のほぼ完

形品で、底径13.5㎝高さ15㎝、上部の支えは水平にわん曲した２本の手である。（一方は途

中から欠損）須恵器は口縁部に凹線が１本あるものは１点、脚部を有する底部１点、高坏脚

部１点を検出した。

この遺跡は、以上の遺物を検出した出土層序によって、弥生前期・弥生末期・古墳時代・

奈良時代にわたる複合遺跡と考えられる。

（7)　R11-7（来住Ⅱ遺跡未買収地を含む)(第３図）

本遺跡の面積は2,500㎡である｡堆積屑序は灰褐色の表土15㎝、第２層の褐色土20㎝、第３

層の暗褐色土層は80㎝以上に達する見込みであるが、溜水のため全体を計測することができ

なかった。第４層の地山は、その一部を地表面下105㎝のレベルで検出した。出土層位は第

３層中の地表面下120～160㎝の間で、最下層部より弥生式土器前期（阿方式）のものを検出
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した。上層には須恵器を包含する。遺構については、層厚100㎝以上に達する暗黒色土の遺

物包含層を検出した段階で止めているため未知数である。

遺物のうち、弥生式土器をまとめると、下表のようになる。

器　　 積 口縁径㎝ 色　調

  壺形土器口縁

〃

　　　　　　

〃

頸部    〃

  甕形土器口縁

 〃　　 　〃

 〃　　　 〃

 〃　　　〃

 〃　 　　〃

 〃　 　　〃

 〃　　　 〃

 〃　　　 〃

 〃　　　 〃

 〃　　 　〃

       〃　　 胴部

21.8

33.7

(16.2)

22.0

20.0

28.8

18.0

22.0

18.0

28.0

34.0

22.0

16.0

白褐色

黒褐色

白褐色

黒褐色

赤褐色

灰白色

黒褐色

黒褐色

白褐色

黒褐色

白褐色

黒褐色

白褐色

黒褐色

文　　　　　　　 様

く字状口縁・口縁部に４条の箆描き沈線

口縁部に綾杉文、中央に１本の沈線

９条の山形状突起、突起上に列点文

く字状口縁・胴部に箆描き不等平行沈線14条（以下破

 損)

Ｌ字状口縁

Ｌ字状口縁、口縁下に突起、その下に箆描き沈線５条

（以下破損）

く字状口縁、口縁に指押捺、その下に箆描き沈線６条

山形文

く字状口縁、口縁に亀甲状施文、胴部は箆描き沈線２

条と列点文

く字状口縁、胴部に箆描き不等平行沈線10 条、その下

に列点文

く字状口縁が直線状に立ち上がる。器面は櫛描き調整

（タテナデ)

Ｌ字状口縁、器面は 櫛描き調整

く字状口縁（張出し少なし)､口縁下に指押捺文

Ｌ字状口縁、器面は箆調整

不等平行沈線５条の下に２列の列点文

弥生式土器底部は平底のもの５点、上げ底のもの１点、高坏脚部は底径7.8㎝で上げ底の

もの２点、底径5.0㎝の平底１点を検出した｡石器は石鏃状のチャート石核(5cm)を検出し 

 た。

この遺跡は、以上の遺物を検出した出土層序によって、弥生前期・奈良時代にわたる複合

遺跡と考えられる。

(8) R11-8（来住Ⅲ遺跡）（第４図）

本遺跡の面積は625㎡である。堆積層序は灰褐色の表土15㎝、第２層の暗黒色土150㎝で、

第４層の地山にいたる。出土層位は第２層の地表面下約50㎝から下層である。遺構は暗黒色

土の遺物包含層を検出した段階で止めているため未数である。
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遺物は、第２層の遺物包含層から、弥生式土器・須恵器・布目瓦を検出した。そのうち、

弥生式土器についてまとめてみると下表のようになる。

器　　 種 口縁径cm 色　調

壺 形 土 器 口縁

    〃　　　頸部

    〃 　　　〃

甕 形 土 器 口 縁

31.0

13.4

  (19.    3)

     (13)

21.6

褐　 色

明褐色

褐　 色

明褐色

赤褐色

文　　　　　 様

口縁部に４条の凹線

無文

台形状の幅広い張付突帯を有し､上下２列の箆描き孤

状刻み目

12条の箆描き沈線の下に突起帯、この突起帯に列点文

胴部に６条の箆描き不等平行沈線

上記のほか、弥生式土器片の文様は、１条の列点文 と箆描き不等平行沈線６本を組み合わ

せたもの２点、箆描き沈線１条と円状列点を組み合わせ たもの１点、胴部一面に箆描き不等

平行沈線を有するもの１点がある。須恵器は上げ底のもの１点を検出した。

この遺跡は、以上の遺物を検出した出土層序によって、弥生前期・古墳時代・奈良時代に

わたる複合遺跡と考えられる。

（9）R11-9（来住Ⅳ遺跡）

本遺跡の面積は750㎡である。堆積層序は灰褐色の表土12㎝、第２層の褐色土12㎝、第３

層の灰褐色土36㎝で、第４層の地山にいたる。第３層から第４層にかけて、全長約20㎝の間

に、ピット・溝状 遺構がある。これらの中には建造物跡があるものと考えられる｡第３層・第

４層からの遺物の検出はみられなかったので、遺構および遺跡の時期については不明である。

(10) R11-10 (来住Ｖ遺跡）

本遺跡の面積は600㎡である。堆積層序は灰褐色の表土10㎝、第２層の暗黒色土10㎝、第

３層の暗褐色土20㎝で、第４層の地山にいたる。出土層位は第３層と考えられるが、遺物は

検出されなかったが、第４層からピット１個を検出した。これは建造物跡ではないかと考え

られるが、現状では、遺構・遺跡の時期については不明である。

(11)　R11-11(来住Ⅵ遺跡）（第５図）

本遺跡の面積は2,160㎡である｡堆積層序は灰褐色の表土10㎝、第２層の灰褐色土35㎝で、

第３層の地山にいたる。出土層位は第４層の地山掘込みの遺構内黒色土層で、弥生式土器お

よび石器を検出したほか、遺構として、ピット・住居跡・焼土を検出した。

弥生式土器のうち、頸部径12.5㎝の壺形土器は、口縁部と底部を欠いではいるが、頸部に

２条の波状突帯と、頸部から肩部にかけて４条の箆描き不等平行沈線があり、胴径20㎝の卵
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形をした器形がわかる。つぎに、壺形土器口縁は口縁径17.3cmのもので、朝顔形の口縁部に１条

の沈線があり、これに刻み目がある。頸部には８条の箆描き不等平行沈線がある。甕形土器には口

縁径25.5㎝の周囲に刻み目があり、胴部に６条の箆描き不等平行沈線・その下に

列点文が４条・ その下に箆描き不等平行沈線のあるもの(５条までわかるがあとは欠損) と、

口縁径19.5㎝で胴部に箆描き平行沈線と列点文とが２列と１列の割合で交互に施文されてい

るものとがある。第３層の地山に遺構の掘込みがあり、土壙･ピット14個・溝状遺構１・焼

土1を検出した。ピットは住居跡・建造物跡と考えられる。

この遺跡は、以上の遺物・遺構を検出した出土層序によって、弥生前期のものと考えられ

る。

(12) R11-12(来住Ⅶ遺跡)

本遺跡の面積は625㎡である。堆積層序は灰褐色の表土28㎝、第２層は暗黒色土22㎝で、

第４層の地山にいたる。第１層と第２層が区分できない範囲も多い上、遺物も検出できなか 

った。第３層の地山に遺構の掘込みがあり、ピット数個を検出した。この遺構は建造物跡と

考えられる。

この遺跡は、遺構は検出したが、出土遺物は発見できず、遺構および遺跡の時期について

は不明である。

　(13) R11-13(窪田Ⅰ遺跡)　　　　　　　

本遺跡の面積は2,875㎡である。堆積層序は灰褐色の表土13㎝、第２層の褐色土22㎝、第３

層の暗褐色土41㎝で、第４層の地山にいたる。出土層位は第３層で、第４層の地山に遺構の

掘込みがある。遺物は第３層から須恵器・布目瓦を検出した。遺構は溝状遺構・ピット９個

を検出した。これは住居跡・建造物跡と考えられる。

この遺跡は、以上の遺物、遺構を検出した層序によって、古墳時代・奈良時代にわたる複

合遺跡と考えられる。

(14) R11-14(窪田Ⅱ遺跡)(第６図)

本遺跡の面積は3,125㎡である。堆積層序は灰褐色の表土20㎝、第２層の暗黒色土75㎝で、

第３層の地山にいたる。出土層序は第２層で、土師器､･須恵器・木材片を検出した。遺構は

溝状遺構のほか、建造物跡のものと考えられるピット、包含層を検出した。

遺物は土師器２点・須恵器15点・石器２点が主なものである。土師器は底部に糸切り跡が

はっきり残っている。また、手ずくねの坩(胴径6.9㎝・高さ6.0㎝)も検出された。須恵器

は壺形土器口縁３点(口縁径17.0cm・19.7㎝・21.8㎝)､長頸壺口縁２点(口縁径7.8㎝･頸部

高さ8.2㎝、口縁径7.0㎝・頸部高さ4.8㎝)・𤭯形土器胴部１点(胴径9.3cm)、坏４点、蓋1
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点、底部４点( 内、脚部のあるもの３点) である。　石器１点は石棒で長さ13.7cm(片方破損)

、断面は楕円形である。この区は地下水位が高く、木材類が多く残っている。

この遺跡は、以上の遺物・遺構を検出した層序によって、古墳時代・奈良時代にわたる複

合遺跡と考えられる。

(15)　R11-15(窪田Ⅲ遺跡)

本遺跡の面積は3,125㎡である。堆積層序は灰褐色の表土20㎝、第２層の褐色土18㎝で、第

３層の地山にいたる。出土層位は第２層で、この層から弥生式土器・土師器・須恵器を検出

したほか、第４層の地山に遺構の掘込みがあった。

遺物は、弥生式土器の朝顔形口縁で口縁径24.8㎝のものである。遺構は、溝状遺構・ピッ

ト４個・土壙を検出した。

この遺跡は、以上の遺物・遺構を検出した出土層序によって、弥生後期・奈良時代にわた

る複合遺跡と考えられる。
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３　確認した遺跡の出土遺物

第１図　前川Ｉ遺跡出土の遺物実測図

第２図　来住Ｉ遺跡出土の遺物実測図
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第３図 来住Ⅱ遺跡出土の遺物実測図
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第４図　来往Ⅲ遺跡出土の遺物実測図 第５図　来住Ⅵ遺跡出土の遺物実測図

第６図　窪田Ⅱ遺跡出土の遺物実測図
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北 久 米 遺 跡





Ⅲ　北久米遺跡

R11-1 遺跡（北久米跡）は前述の通り全面発掘を実施したわけでなく、遺跡南部

は土壙群の発掘が未実施で全貌は不明である。ここではとりあえずR11-１遺跡の約1,300

㎡の発掘調査の結果の報告を、つづいて南部の調査の報告をおこないたい。

本遺跡は南北を基準に５mごとのグリッドを組んで発掘作業を実施した。本遺跡の堆積層

序は確認調査の際におこなった東北端の試掘溝の堆積層序図があるため、表土剝ぎはユンボ 

ーでおこない、第２層以下はすべて手掘り作業で発掘をおこなった。

1　  堆積層序

本遺跡は北端より約22mのところに東西に走行する畦があり、この畦の北側と南側の水田

の比高差は約25㎝で北部が高い。北部の弥生時代の住居跡の検出された地域は、表土層であ

る耕作土は灰褐色を呈し、厚さは平均して10㎝で一部15㎝強のところも存在する。第２層は

黒褐色含灰土層で、北端より４mまではその厚さが10～15㎝であるが、４mより畦までは16

第１図　遺跡付近の地形図
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～20㎝と深くなっている。この層中から須恵器片・土師式土器片が出土した。第３層は黒色

含灰土層であり、北端より南へ約10mまでの間に堆積が認められるだけであった。厚さは北

端より４mまでは25～30㎝を測るが、４mから10mまでは15～17cmと薄くなり畦に近くなる

と消滅している。

この４mから10mまでの第３層の堆積層の厚い部分の西部に隣接して住居跡が検出された

ことから、これらの影響がこの試掘溝の堆積層序面にあらわれたものと考えられる。第３層

中からは弥生式土器片の出土が確認されている。第４層は茶褐色の粘土の地山となっており、

この層中には遺物は全く認められていない。しかし、各種の遺構はこの上面に設けられてい

た。

畦の南部の表土層である灰褐色土層はおおむね15～20㎝の厚さで平均している。第２層は

北部と同様であるが、畦のすぐ南部から７mほどの間隔は、その厚さが３～７㎝と極めて薄

くなり、それより南部は15～20㎝と厚くなっている。それが再び38m付近から南では8～10 

 ㎝と薄くなるとともに途中で消滅し、北部のみに堆積していた黒色含灰土層が厚さ15～20㎝

であらわれ、44～49mにかけて大きな落ち込みが確認された。

第４層は、第３層が出現する周辺から黄褐色の粘土層となり、色調そのものが大きく変化

している。これらの層中、第２～第３層中からは一部弥生式土器片が出土したものの、その

ほとんどは土師式土器片であった。

以上の堆積層序の状態と、発掘の過程からみる限りでは北部の第３層は弥生時代の堆積層

とみられる。ただし、北部はこれからすると古墳時代と弥生時代の重復する遺跡であったと

することができるが、第２層が農耕によって攪乱されているため、この下面での遺構の検出

は不可能であった。なお、北部では第２層と第３層の上部で土師式土器、須恵器等と弥生式

土器が混在していたことから、プライマリーな堆積層序をあらわしているとはいえない。こ

の点については、本遺構に隣接する東部の水田中に古墳がかつて存在したが、それを破壊し

て土砂を周辺にならしたとの旧土地所有者の話しからすると、第２層は古墳破壊の際に客土

されたものかもしれない。この時、第３層の弥生時代の堆積が若干破壊を受けたとすると、

逆に最も妥当な層序を示しているといえよう。

２　 遺 構 と遺物

（1） 第１号住居跡（第３図）

第１号住居跡は本遺跡の北端に位置しており、隅丸の方形プランを有している。規模は南

北７m、東西７mのほぼ正方形を呈し、 住居跡中央で直交する主軸線も東西ならびに南北を

指向している。竪穴の掘り込みは14～20㎝で、それも垂直に近い。住居跡床面はほとんど平
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第２図　北久米遺跡実測図
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坦であり、東部が平均して13㎝でやや浅く、西部に向ってわずかに傾斜している。西端の最

深部は20㎝である。中央部には長円形に近い東西70㎝、南北60㎝、床面よりの深さ20㎝の炉

跡が検出された。炉跡には焼土とともに弥生式土器の破砕されたものが底面から検出された。

柱穴は炉跡を中心に６個が半径２m強で円形に連らなっている。これらの柱穴はいずれも後

述する他の柱穴に比較して深く、最浅でもＰ４の-32cmで、最深はＰ1の-59を測る。

住居跡の南側のやや東寄りの掘り込み部分に、径82㎝、深さ-45cmの摺鉢形の土壙状遺構

がある。この土壙のすぐ西には半円形の一段浅くなった深さ13㎝の造り出しが存在する。前

者の土壙は西野Ｉ遺跡の第１号住居跡に伴った土壙とその目的は同じとみてよく、恐らく貯

蔵用の竪穴と考えられる。後者の半円形の造り出しは、釜ノ囗遺跡の第３号住居跡、西野Ⅲ 

遺跡の第１号住居跡の造り出しと形態・位置とも共通性を有していることから、住居内への

出入口と推定される。

第３図　第１号住居跡実測図
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住居跡周辺に数多く分布する柱穴群がすべて本住居跡に関係するものかどうかは明らかで

ない。しかし、住居跡を取りまくP7、P9、P11、P13、P14、P19、P24は直接本住居

跡の一部を構成するものではないだろうが、住居跡周囲の各隅部と正方形の住居跡の各辺の

中央部寄りに柱穴が存在することから、防風か何かの目的で設けられたのではなかろうか。

これとてもあくまで想像の域を出るものではない。

他の柱穴が住居跡に伴うものか、また全く別の遺構であるかは今回の調査では明らかかにならな

かった。ただ、柱穴群の上部に須恵器や土師式土器片が多く出土したことから、これ

に関係する柱穴とみなす方が可能性としては大である。このうちP12やP17の内部から須恵

器片が出土している。さらに本住居跡の上面からも土師式土器が出土していることからする

と、明らかに弥生時代の本住居跡が廃棄された後に、時間をおいて古墳時代、それも後期末

の何んらかの生活が営まれたものと考えられる。これは10数年前まで、東端に隣接する水田

中に、祠を祀った小さな古墳があったこ とに直接関係があるとみることができる。このこと

からすると、古墳時代にこの場で祭祀がおこなわれたとみるのが、出土遺物からみる限りで

は最も妥当性が強く感じられる。住居跡北部の一見不規則かつ雑多な柱穴群もこれに関係し

ていたのではなかろうか。

本住居跡中ならびに周辺部の遺物の出土状況は、一部前述したとおり第２層中、すなわち

住居跡上面では須恵器片、土師式土器片と弥生式土器片が混在していた。このことは多分に

古墳時代に攪乱がおこなわれたと推定されるものである。住居跡内からも、炉跡の上部で土

師式土器の皿形土器が完形で出土し、住居跡の西端近くから土師式土器が出土している。こ

れら土師式土器はいずれも住居跡上面であり、住居跡に直接関係するものではない。

住居跡の床面から安定した状態で出土する土器はいずれも弥生式土器である。特に集中し

て出土したのは、住居跡北東部を中心とした地区であり、すべて床面上に乗った状態で出土

している。

特に炉跡底の焼土下からは比較的 まとまった第二次焼成を受けた弥生式土器が出土したこ

となどから、本住居跡はこれらの弥生式土器の時期と一致すると断定することができる。住

居跡床面上から出土した遺物としては、弥生式土器・砥石・ガラス小玉・鉄器片のみであり、

石器類の出土が極端に少なかった。

（2）遺 物

第１号住居跡ならびに柱穴群の遺構上に堆積する第２層の黒褐色含灰土層と、住居跡中に 

    堆積する黒色含灰土層の上部中に遊離して遺存していた遺物は、弥生式土器を一部含むもの

の、その大部分は土師式土器・須恵器片である。

ア　 第２層出土の土師式土器
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土師式土器は大別すると二群に

分類される。その一群は第２層中

に細片となって遊離した状態で出

土するものであり、土師式土器の

うちでも最も古い型式に属するも

のである。他の一群は住居跡上に

堆積する第３層の黒色含灰土層上

部に、ほぼ原形を保ったまま出土

したより新しい土器の一群である。

後者の新しい土師式土器が比較的

安定した状態で遺存していたこと

は、この時代に意図的に置かれた

ものと考えられる。

（ア）　埦形土器

（第４図の１～４）

新しい時期の土師式土器の範囲

に入れるべき土器である。１・２

第１号住居跡及び周囲の

ピットの計測値一覧表

ピット番号

(単位cm)

基部径 深　 さ
法　 面　上

長　径 短　径

１ 17 14 ７ 59

２ 14 11 50

３ 16 14 37

４ １７ 14 32

５ 13 10

８

６

７

８ 35

６ 16 15 11 40

７ 14 13 10 14

８ 15 14 ９ 16

９ 18 16 10 31

10 15 14 ９ 14

11 14 13 ９ 14

12 14 12 ９ 16

13 20 18 12 27

14 18 14 ７ 20

とも口径15.5㎝､器高6.8㎝と同じ

で、わずかに底径が１が6.5cm､2

が6.1㎝と相違するのみである。いずれも灰褐色を呈し、底部は静止糸切り底となり、中央

部がわずかにあがっている。整形にはロクロを使用している。３・４はいずれも0.6㎝の高

台があり、３は底径7.3㎝､4は11㎝であり色調は灰白色を呈し、焼成は竪牢である。

（ イ） 皿形土器（ 第４図の５～６）

５は口径９㎝、底径5.5cm、器高1.8㎝、6は口径10㎝、底径6.7㎝、器高1.５㎝の皿形土器

である。底部は静止糸切り底で、焼成の作用によって上げ底のように内部に湾曲している。

両方とも円形 をせずやや歪になっている。

１～６の土師式土器は須恵器が伴出していないものの、その時期は晩期Ｉ式の範疇に入れ

るべきものであろう。本遺跡の東隣りに存在していたといわれている古墳内から出土したも

のとみられる表採須恵器も、古墳時代の終末期のものであることから、この古墳の祭祀に係

る遺物であるとすることが可能であり、かつまた祭祀の場として利用された場所であった可

能性も大である。
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（ウ） 甕形土器（第４図の７～８）

７は口径14㎝で、口縁部が大きくｆ字状に張り出している。最大胴径が上肩部にある。胎

土は精製され色調は暗褐色を呈する。８は口径16.8㎝で、口縁部が「く」字状に外反し、胴

部が口径よりさらに大きく膨らんでいる。上肩部には櫛状工具による横位の細い櫛目で調整

されている。胎土中には若干石英粒を含んでいる。
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（エ） 壺形土器（第４図の９）

複合口縁の壺形土器の口縁部のみであり、器形を完全に伺うことは不可能である。推定口

径22㎝で、複合口縁部の高さは5.5㎝で心持ち内向ぎみに直立し、口縁端は細い櫛状工具で

横位に整形している。口縁が内向ぎみに直立している形態からすると完全な庄内式土器では

なく、どちらかというと酒津式土器に近いものであろう。

（オ） 浅鉢形土器（第４図の11）

10は口径12㎝、推定器高４㎝であり、11は口径19㎝である。底部はゆるやかな丸みを有し

ている。胎土は精製されているものの２mm前後の石英粒を若干含んでいる。

（カ） 高坏形土器（第４図の10）

高坏は坏部が欠損して全形は不明であるものの、脚部は完全である。脚底径は9.5㎝､脚長

は4.6㎝あり、脚部には円や三角状の穴は持たない。ただ、上脚に平行走行する２本の凹線を

持っている。焼成は比較的竪牢であり、色調は赤褐色を呈する。

以上の7～12の土器は前述の１～６の一群の土師式土器とは完全に識別されるものであり、

このうち８の壺形土器の口縁部は酒津式土器の範疇に入れるべきものであるが、その時期は

他の9～11と共伴関係にあることから、わずかに後出するものであろう。9～11は広島県の

鋤寄遺跡・岡山県の原遺跡・王泊第６層出土の土器と若干の相違があるものの類似性を求め

ることができる。県内では古照遺跡の堰と共伴関係にあった土器にわずかに先行する土器群

であり、広義の庄内式土器に包括されるものではなかろうか。

これらの最も古い土師式土器が本住居跡の上部から出土したことは、この時期の遺構が存

在するはずであるが、残念ながら発掘によっては明らかとはならなかった。ただ、本住居跡

北部に多数検出された柱穴のうち幾本かはこれらの土器に該当する可能性があるとはいえよ

　　う。

なお、土師式土器は至近距離にある第２号住居跡と最も密接な関係を有するものとみられ

る。

イ　弥生式土器

弥生式土器は住居跡上の第２層の黒褐色含灰土層にも一部攪乱された状態で存在していた

が、その大部分は住居跡内の第３層の黒色含灰土層中に遺存していた。それも大半が床面上

からせいぜい５㎝遊離していたに過ぎない。

（ア） 甕形土器（第５図の1～7 ）
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１は外反する口縁部の口縁端に明瞭な２本の凹線文が走行し、口唇部がわずかに肥厚ぎみ

で立ち上りつつある。２は１と反対に口縁部が下がりぎみに外反し、口縁端の肥厚もなく薄

い口唇端に極く小さな凹線が施されている。器壁厚は甕形土器中最も薄く0.4㎝である。３は

２と大きさと凹線の消滅が相違するものの、形態的にはほとんど同じである。４は１と同形

態でゆるやかな「く」字状に外反するも、口縁部に凹線を持っていない。５～７は甕形土器

の底部とみられるものであり、すべてわずかではあるが上げ底となっている。このうち６は

粗く薄い櫛目の調整痕が残存しており、７はそれに加えて底部側面に顕著な指圧痕が残存し、

その上部は箆状工具で調整されている。

(イ） 壺形土器（第５図の8～17、第６図の18～31)

壺形土器はその形態から大きく４群に分類される。その一群は8～16にみられるごとく口

縁部に凹線を持つものである。この凹線文土器も、その口縁部の相違から8～11のように大

きく漏斗状に開く口縁端に２本の凹線を持ち、口縁端が垂れ下るものもある。このうち11は

口縁端の凹線上に小短冊形の張付文のあるものも認められる。12は口縁端の垂れ下りが完全

に退化した傾向を示している。

13、14は口縁部が漏斗状に開き、その口縁端がわずかに立ちあがりぎみの傾向を示してい

る。14のみ凹線が１本である。15、16は口縁部が水平に近い状態で開き、口縁端の垂れ下り

が消滅する反面、口縁端が逆に「Ｌ」字状に立ちあがっている。以上の凹線文を持つ土器群

は８～11から12へ、12から13・14、さらに15・16へと変化したものといえよう。しかし、そ

こにはそれほどの時間的経過を認めなくてもよく、型式を別にする必要もなかろう。

これらの凹線を持つ壺形土器は、愛媛県立石山遺跡や榎坂遺跡、八堂山Ｂ区遺跡、由利島

遺跡と同時期のものであり、弥生中期後半に編年される土器群である。

17・18は大きく漏斗状に開く口縁部でありながら、口縁端は肥厚されない。頸部下の形態

文様等は不明であるが、密な櫛ナデ整形がおこなわれている。19・20は頸部から上肩部に相

当する壺形土器片である。口縁部は不明であるが、19のように頸部は円筒形に長く、頸部か

ら胴部に移行するところに断面が三角状の張付凸帯を持つもの、さらに20のように帯状の張

付凸帯を特ち、その上面に斜行する刻目を持っている。器壁調整は箆でおこなっている。

21～23は無頸壺形土器の部類に属する土器である。このうち21は口径4.8㎝､最大胴径10㎝、

底径3.5㎝、最高11.3㎝で、口縁部がゆるやかな「く」字形に外反し、胴部の膨らみの重心

がやゝ下方にある。器壁は0.4～0.5㎝で、底部は上げ底となっている。無文に近いが、全面

にわたって縦と斜行する薄い刷毛目調整痕が残存している。22は口縁がわずかに直立する以

外は21とほぼ同形態である。ただ、22は大きさが相違し、口径7.5㎝､最大胴径19.5㎝、底径

5.7㎝、器高10.5㎝で、底部は中央部がわずかに突出し不安定である。器壁調整は全面櫛目

の調整痕が複雑に残存している。23は口縁部がほとんど退化形態を示している。
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第５図　第１号住居跡出土の弥生式土器実測図(１）
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24～31は壺形土器の底部と推定されるものであり、平底である。31のみ底径２㎝でやゝ不

安定な姿を示している。

17～23の壺形土器はその形態からするとやゝ凹線文を持つ壺形土器に遅れたものではない

かとみられなくはないが、共存していることからほぼ同時期に盛行していたものとすること

第６図　第１号住居跡出土の弥生式土器実測図 （２）
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ができる。

（ウ） 高坏形土器（第７図の32～34）

高坏ないしは高坏形土器の破片とみられるものは量的には少なくわずか３点である。32は

底径17㎝で脚部のみである。脚底端がわずかに肥厚ぎみで、そこに浅い凹線を１本持ち、脚

中央部に４対になった直径11.6㎝の円孔が穿たれている。形態的には逆「漏斗」状を呈して

いるといえる。坏部は不明であるが、至近距離にある松山市天山北遺跡出土の天山式土器の

高坏形土器と同系統とみられる。

33～44は上脚部のみで32に比較すると、上脚部の径は大きく、形態的には32にやや後続す

るものとみられる。両者とも文様、円孔等はなく、箆状工具によって調整されている。

（エ） 器台形土器（第７図の35～37）

器台形土器はいずれも破片であり、器形を完全に伺うことはできない。35は胴部であり比

較的大きな器台であるといえる。脚部には直径1.5㎝の円孔を持ち、その上下に３段に区画

された箆状工具による大きな格子状の刻目を持っている。36は34に比べると小形であるが施

文は同じである。

37は器台形土器の中では最大のものである反面、胴部の文様はなく円孔を持っているのみ

である。器壁は箆状工具によって調整されている。これらの器台形土器は県内では初見であ

るが、ただ、天山北遺跡の器台や、入宇遺跡出土の器台に類似するものが認められる。時期

的には本住居跡出土の器台はやや先行するものである。

（オ） 深鉢形土器（第７図の38）

深鉢形土器はほぼ完形品で１個出土している。38は口径19.2cm、底径5.5㎝、器高10.3cm

で、口縁はゆるやかに外反している。底部は平底で折り返えされ、口縁下には平行横走する

櫛目調整痕が顕著に残存している。色調は赤褐色で、焼成はやや不良である。

（カ） コップ形土器（第７図の39～40）

39は口径6.9㎝、底径2.7㎝、器高6.8㎝で、口縁部は胴部からゆるやかなカーブを持ちな

がら直立している。底部は上げ底である。40は底部のみであり、指圧痕が底部周辺に残存し

ている。このコップ形土器は中期末の八堂山遺跡出土の八堂山Ｉ式土器と酷似している。

以上の弥生式土器は広義には中期後半に位置ずけられるものである。ただ、高坏形土器や

壺形土器の一部に後期初頭の天山式土器や、八堂山Ⅱ式土器の素形となるものが認められる

ことから、中期後半のうちでも終末に属するものであろう。なお、この凹線文を有する土器

群については資料が豊富に得られているので将来さらに細分化する必要があろう。
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第７図　第１号住居跡出土の弥生式土器実測図 （３）

ウ　石　器

石器は量的に特に少なく、表採品の石鏃1 個と、石包丁２個、それに砥石の破損品が３個

である。
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（ア） 石　鏃（第８図の１）

表採の石鏃であり、全長2.2㎝、脚端幅1.7㎝、厚さ0.4㎝の大きさの無茎石鏃である。石

質は讃岐質安山岩であり粗雑な作りである。恐らく住居跡に伴っていたものとみられる。

（イ） 石包丁（第８図の２～３）

石包丁はいずれも破損品であり、２の残存部の全長は8.5㎝、幅4.5cm、厚さ0.6㎝で、片

面は自然面が残存するが、片面は粗い砥石で摩かれ刃部の片面の先端部は研磨されている。

残存する側端面に抉入があり、円孔はない。３は全長は不明であるが幅5.1㎝、厚さ0.8cmで、

２に比較すると大きい。この側端面にも浅い抉入があり円孔は存在しない。２、３とも石質

は緑泥片岩であり、愛媛県内の中期後半に普遍的に出土する打製石包丁と一致する。

（ウ） 砥　石（第８図の４～６）

砥石は３個とも破損品である。４・５は幅4～4.5㎝の直方体形で、上面に使用痕が残っ

ている。このうち５の表面には研ぐ際の刃痕が顕著に残存している。６は全長15.5cmのほぼ

半円形で、中央部から欠損している。中央部の上面に磨滅された使用痕が残っている。砥石

はいずれも和泉砂岩を利用している。これらの砥石の出土と、石器の出土の少ないことを考

第８図　第１号住居跡出土の石器実測図
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え併せると、松山市釜ノ口遺跡でも指適しているごとく鉄器の普及がかなりあったとするこ

とができる。

以上、第１号住居跡とそれに関係する遺物について簡単な説明を加えたわけであるが、住

居跡そのものの時代は床面上から出土した弥生式土器から、弥生中期後半、それも終末に近

い時期のものとみていいのではなかろうか。

(3) 第１号大土壙

本土壙は第１号住居跡と一体をなすものであり、住居跡の出入囗とみられる南部の半円形

状の造り出しの南1.3mにある。遺構のほとんどは水田の畦で切られ、さらに南側の水田が

削平されて一段低くなって損失している。損失をまぬがれた部分はそれゆえわずかであり、

畦から北側に扇状に一部遺存するのみである。深さは残存する遺構部で55㎝と深くなってお

り、この土壙中には黒色の灰が全面にわたって堆積していた。この土壙は本遺跡の第２号住

居跡に伴うところの土壙や、釜ノ口遺跡の第１号、第３号住居跡に伴った土壙と共通してお

り、恐らく住居跡内の炉から出る草木灰を捨てるための土壙であるといわずばなるまい。

土壙中の黒色灰土層中には木炭片とごく小さな弥生式土器片が出土したのみであることも

傍証的資料となるであろう。

(4) 遺　物

第１号土 中から出土した遺物は、若干の木炭片と、図示の不可能な極く細片の弥生式土

器である。

(5) 第２号住居跡(第９図)

第２号住居跡は弥生時代の第１号住居跡から南へ約20m離れている。本住居跡の存在する

水田は第１号住居跡の水田表面との比高差は-23㎝であり、地山面の比高差も約-23㎝で同

一レベル上には存在しない。

第２号住居跡は古墳時代初頭のもので、その規模は南北5.1m、東西4.75mで、ほぼ正方

形に近い隅丸プランである。長軸である南北の主軸は磁北と一致し、時代的に相違する第１

号住居跡の方向と完全に一致する。

竪穴の掘り込みは北部で-14㎝、南部で-18㎝とやや南に深くなっている。それゆえ住居

跡床面もほぼ平担であるものの、南部にゆるやかに傾斜している。住居跡内周辺には周溝と

認められるものは検出されなかった。

住居跡内の付属遺構としては、かまど、炉跡、土壙をあげることができる。かまど・炉跡

は北側の掘り込み部に接したり隣接している。かまどは北側の中央部よりやや東寄りにあり、

幅40～45㎝・高さ12～15㎝の半円形の灰褐色の粘土による土塁によって区画されている。内
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径は半径80㎝の半円形を呈し、深さは-14cmである。しかし、発掘過程においてはこの-14     

㎝の深さ全面にわたって焼土と土器片があり、中心部には支脚土器が立ったままの状態で検出さ

れた。このかまどに接して南北85㎝、東西1.3m、深さ-17cmの炉跡が存在した。この炉床面には焼

土が遺存し、上部には黒色灰土が堆積していた。この黒色灰土層中には土器が比較的多く遺存し

ていた。

第９図　第２号住居跡土壙群平断面図

1.黒色含灰土層
2.黒色土層(含褐色粘土のブロッ ク)
3.黄褐色粘土層
4.茶褐色粘土層
5.黄褐色粘土層(地山)
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住居跡中央部のやや南寄りには南北1m、東西1.8m、深さ-14～-10㎝の土が存在した。こ

の土壙中の堆積土は暗褐色を呈し、灰や焼土などは検出されなかった。このことからする

と、この土壙は炉跡ではなく貯蔵穴的な目的を持っていたかもしれない。

住居跡南西隅には、西に向って長さ85㎝、幅90㎝の広さを持つ拡張区が住居跡の床面と同

一レベルで存在するが、ここからは遺物は全く検出されなかった。これに相対する東側にも

幅100㎝の拡張区があり、これがさらに東へ延び、260㎝辺りから北へやや幅を狭くしながら

続いている。拡張区の床面は両側の拡張区と違い住居跡の床面より10㎝高くなっている。住

居跡の掘り込み端より40～50㎝のところに侵蝕されてできた状態の不規則な小さな溝が存在

した。このことからすると、この拡張区も本来は西側と同様で溝と続いていなかったものか

もしれない。

これらの南部両端にある拡張区はやはり出入口的な目的を持ったものとするのがより妥当

のようである。この両者のうち東側に存在する拡張区に続く周辺には大小あわせて８個の土

壙が分布することを考え併せると、その感が特に強い。住居跡東側の掘り込みの中央部には

直径35㎝の浅い柱穴状の遺構が存在する。

本住居跡は、かまどと炉跡が北部の掘り込み部分に接していることから、すでに壁の存在

した竪穴式住居であったといえる。かまどは、粘土で構築され、その中央部に円筒形の支脚

土器が存在していたことから、ここで調理がおこなわれたことは明らかである。これに加え

て、炉跡が存在することは、その使用目的が異っていて炉跡の方はあくまでも副次的なもの

で、火種ないしは照明、暖房的な役割を持っていたのではなかろうか。いずれにしても炉跡

の位置の変遷過程を示唆しているようで興味深いことである。

なお、本住居跡中には柱穴と認められるピットは、特に綿密に調査したが検出できなかっ

た。従って調査の結果、本住居跡は特別な柱穴を持たない竪穴式住居であったといわずばな

るまい。想像するに、柱を直接床面の地山上に乗せただけではなかったろうか。ちなみに住

居跡床面は黄褐色の和泉砂岩の分解したやや粘性を帯びた地盤であり、この地盤上に柱を置

いても十分耐え得るからである。

(6) 遺　物

第２号住居跡中から出土した遺物は土師式土器と石器のみである。床面上から出土する土

師式土器も、床面上に遊離して出土した土師式土器も同じ一群のものである。

ア　土師式土器

土師式土器はその形態から甕形土器、壺形土器、高坏形土器、浅鉢形土器、埦形土器、甑

形土器、支脚土器に分類される。
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（ア） 甕形土器（第10図の１～６）

口径が最大胴径より大きい１・２と、 小さくなる、４ ・５がある。 １は頸部が最大胴径

に近くなるもので19㎝を測り、微細な石英粒を含み、赤褐色を呈する表面には極く細い刷毛

目調整痕を持っている。２は口径15.8cm、最大胴径15.4cmで、口縁部はゆるやかに外反して

いる。３は口径18.5cm、最大胴径20㎝を測り、表面は刷毛目調整痕があり、わずかに外反す

る口縁を有する。４は口径15cmで微細な石英粒を多く含む黒褐色の土器で、刷毛目調整痕が

ある。５は口径18㎝で他は４と同じである。６は直径7.5cmを測る甕形土器の底部であるが、

胎土中に比較的大きな石英粒を含むことや、縦方向の箆状工具による調整痕など、弥生式土

器の特徴を強く示すものである。

（イ） 壺形土器（第10図の7～11）

7は口縁部のみの出土で、ゆるやかに外反する口縁径は16.5㎝あり、器壁は内外面ともに

箆状工具で研磨されている。８は底部を欠損しているが刷毛目調整された最大胴径は28.2cm、

口径は15cmで、球形を呈する胴部よりやや内反しながら垂直に近い立ちあがりを示す口縁部

を持つ壺形土器である。９は８を小形にしたもので現存する頸部から８の半分の器形と考え

られる。10は表面に指圧痕を持ち、底径4.3cmの上げ底の底部である。

11は最大胴径6.8㎝で、わずかにくびれる頸部より、大きく上方に広がる口縁を有する手

揑の小形壺（坩形土器）と考えられる。

（ウ） 高坏形土器（第11図の12～21）

12は坏径18.5㎝で口縁部と坏底部との境に明瞭な稜を有し、ゆるやかに外反する口縁部の

先端、すなわち口唇部がさらに外反する坏部の浅い形態を示す。胎土は精製され、赤褐色を

呈する。器壁面には刷毛目調整痕が残存し、煤が付着している。13は坏径2.4㎝を測り、口

縁部と坏底部との境に稜を有するとともにゆるやかに外反する口縁部中央にも稜を持ってい

る。14は底部のみで、脚部との結合部に内側3.2cm、外側3.6㎝の円孔を持ち、器壁面には箆

削りの痕を留め、口縁部と坏底部との境に稜を持っている。15もほぼ14と同形である。16～

18も稜を中央部に持っている。19は脚部で上端部より4.5㎝付近でゆるやかに広がり、櫛目

の調整痕を縦方向に残している。高坏形土器には口唇部が外反し、明瞭な稜を有し、坏部の

浅い12の様式と、口唇部が外反せず口縁部が直線的に広がり坏部の深い17の様式があり、こ

の２様式の中間に位置すると考えられる15・16の様式の３様式がある。しかし、時期的には

同時期のものと考えられる。12、15、18はかまどの中より検出されたもので、他に２個体の

高坏形土器の坏部を検出したが、もろくて図示できなかった。

（エ） 浅鉢形土器（第11図の22～24）
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第10図　第２号住居跡出土の土師式土器実測図(１）
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第11図　第２号住居跡出土の土師式土器実測図（２）
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22は口径13.4㎝で口縁部はゆるやかに外反し、茶褐色を呈した焼成不良の浅鉢形土器であ

る。23は口径17.7㎝で、推定器高は６㎝の茶褐色を呈している。24は口径20.6㎝で器壁は第

２次焼成で黒くなっている。３個の浅鉢形土器はいずれも口唇部においてわずかに外反する

同型式のものである。

（オ）  碗形土器（第11図の25）

25は底径8.5cm 、残存する最大径13cm、器高4.5cmの椀形土器であり、器壁面は箆状工具で

調整しているが、一部に煤が付着している。内面に指圧痕を有することから手揑土器と考え

られる。

（カ） 甑形土器（第11図の26）

26は底部に長径３㎝、短径1.2㎝の孔を穿った甑形土器である。底部より10cm上方に器壁

の厚くなった箇所があり、把手痕とみられる。第３号土壙の甑 形土器口縁部と考え併せ、興

味深いものである。

（ キ） 支脚土器（第11図の27 ）

かまど中央より出土した27は、底径8.5cm、上径５㎝、器高10.5cmの円筒形の支脚土器で、

表面は焼成によってもろくなり剝 落がひどい。

イ　石　 器

石 器としてはわずかに砥石３個と石包丁が１個出土しただけである。

（ ア） 砥石（ 第12図の１～３）

１は伊予砥に酷似しており、最大部で長さ5.6㎝、幅5.7cm、最小部で長さ4.6㎝、幅２㎝

の鼓形を呈する。使用痕は３面に残っている。その用途は鉄器用であったといえる。 ２は長

さ10.8㎝、幅9.３㎝、厚さ4.2㎝の砂岩製の砥石で４面ともに使用痕が顕著に残存している。

３は長さ10㎝、幅7.5㎝、厚さ4.2㎝の砂岩製の砥石である。２～３も１と同様鉄器用に使用

されたものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ イ） 石 包丁（第12図の４）

石包丁は１個出土しているが、これを直ちに石 包丁と断定することには問題がないではな

い。しかし、ここではとりあえず石包丁と理解してとりあげておきたい。石 包丁は残存部の

長さ6.5㎝、幅4.5cm、厚さ0.3㎝を計測する。石質は緑泥片岩であり、残存部には孔を穿っ

た痕跡はない。

40



第12図　第２号住居跡出土の石器実測図

 (７)　考　察

第２号住居跡出土の土師式土器の中には、11や24 のように胎土中に石英粒を多く含み、弥

生式土器の傾向 を強くのこすものや、高坏形土器の中に14のように坏部に２本の稜を有し、奈良

県布留遺跡出土の土師式土器に類似するものもあるが、ほとんどは庄内式土器の範畴に

属するものである。壺形土器の２や高坏形土器の12・18、埦形土器の24などが岡山県五万原

遺跡、走出遺跡、広島県鍬寄遺跡、松山市古照遺跡の堰に伴出した土師式土器より一世代古

いと考えられる形態を有することから、古墳時代初頭 のものである可能性が強い。

これらの古式土師式土器群が住居跡に伴い、特に高坏形土器のほとんどがカマド上に集中

する点や甑 形土器、支脚形土器を伴出する点、また石 器の出土が４点と少なくその中の２点

の砥石は鉄器用と考えられる点などにおいて興味深いものである。

（8）第２号大土壙

本土壙は第２号住居跡の北１ｍのところにある不定形な土壙である。大きさはほぼ東西に
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長く４mあり、幅は東部が2.4mと広く西部になるに従って序々に狭くなっている。

深さは幅の広い東部で-40㎝、西部で-35㎝である。遺物は東部の土壙の法面の中央部に近

い場所から土師式土器の細片が２点出土したのみで他は全く検出されなかった。

土壙中央部はほとんど黒色の灰層からなっている。土壙の地層断面からの観察結果のみか

らすると土壙の掘られた時点では、中央部の一段深くなっている部分のみであり、それ以外

の広がりを有する部分は、それ以後崩壊したり剝落したり、あるいはまた黒色の灰分が黄褐

色の粘土中に浸透したためやや大きくなったのではなかろうか。

本土壙は、その内部に厚く体積する黒色灰土層からすると、第１号住居に伴う、第１号大

土壙と同様、第２号住居跡のかまどないしは炉跡から出る草木灰捨て場のための土壙である

といえる。本土壙は形態的には距離的に離れていない低湿地に近い釜ノ口遺跡の第３号住居

跡に近接して存在した土壙とほとんど同じである。釜ノ口遺跡の場合も、すべて灰土層が詰 

った状態で体積していたことから、窯の可能性があるのではとの推測がなされていたが、こ

れに酷似する遺構が本遺跡の住居跡も伴うことから、灰捨て場と理解するのが最も妥当性が

あるように思われる。

第13図　第２号大土壙平断面図
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(9) 遺　物

遺物は土師式土器のごく細片が２点出土したのみであり、それも図示することが不可能で

ある。ただ、土師式土器の胎土、色調、焼成度、整形等は第２号住居跡中出土の土師式土器

と同類であることから、住居跡と同じ時期のものとみられる。

(10)　第３号大土壙

本土壙は第２号住宅跡の南東９m離れた位置にあり、長さは地山上面で5.78m床面で５.４

m、幅は地山面上で2.9m 、床面で2.66mのほぼ長方形のプランを有している。長軸はN14 °Ｅ

を指向している。深さは地山を34㎝～38 cm掘り込んでおり、掘り込みの法面に現われた痕跡

からすると、比較的大きな用具で掘られたものと推測される。床面は平担であるが北西部に

わずかに傾斜する傾向が認められた。

本土壙はパワーショベルによる試掘溝の掘削の際にその存在が確認されていた遺構である。

第14図　第３号大土壙平断面図
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そのため、地層断面図はこのパワーショベルの試掘溝にあらわれた部分で計測をおこなった

ので、土壙全体にわたるものでない。

第１層は灰褐色粘性土の耕作土であり、その堆積の厚さは平均して24㎝ある。第２層は黒

色含灰土層中に褐色粘土のブロックを含んでいる。厚さは土壙北部では13㎝と薄いが、土壙

中央部では28㎝あり、窪んだ状態を呈している。この褐色粘土のブロックの混入から第２層

は攪乱されていたものといえる。第３層の茶褐色粘土は、南部で24㎝の厚さでやや南に向 

って傾斜している。第４層は平均して10㎝前後の厚さの黒色土層であり、全面にわたってあ

るのでなく南部では一部しか堆積していない。第５層は黄褐色の地山である。

本土壙に関係する他の遺構としては、土壙の南に接して径26cm、深さ８㎝のピッドがある

のみである。　このピットがいかなる目的で存在するのかは発掘によっては明らかとならなか 

った。

遺物は主として第２層中から出土したが、いずれの土器も細片であった。第３層上部中に

も若干の土器片と磁器片が認められた。第４層の黒色土層中には石包丁状の石器が３点出土

したのみである。

第３層上部で磁器片が出土し、さらに第２層中に褐色粘土のブロックが混入していること

から地層の攪乱は第２層に とどまらず第３層の上部にも達していたとみなされる。

(11) 遺　物

遺物は第２、第３層の攪乱層から磁器片、弥生式土器片が出土したが、いずれもごく細片

であり、図示することも不可能である。かろうじて第４層の安定する黒色土層中から弥生式

土器片と石器類が出土した。

第15図　第３号大土　出土の弥生式土器実測図

44

1 2



ア　弥生式土器（第15図の１～２）

１は推定口径20㎝、２は同じく19cmの甕形土器片である。１・２とも口縁部は短かくゆる

やかに外反し、胴部の膨らみはなく、土器の最大径は口径である。口縁下に箆状工具の調整

痕に斜走する短かい櫛描文が一部存在している。色調はいずれも黒褐色を呈し、内面は茶褐

色で研磨され、焼成は堅牢である。本遺跡出土の弥生式土器のなかでも異質のものであり、前

期前半の板付式土器に類似するものである。北四国の前期後半に編年されている阿方式土

器の甕形土器の先行形態を示しているといえる。本遺跡の東部に延びるR11-3 、R11-6、 

R11-7、R11-8 、R11-11遺跡（すべて仮称）から出土する前期後半の土器の中にも現

時点では、類似するものは認められない。

西野Ⅲ遺跡から出土した阿方式土器に先行する甕形土器とも相違しており、これよりもわ

ずかではあるが、さらに、時間的に若干先行していたものといえよう。おそらく天山北遺跡

出土の前期の壺形土器に併行していたものではなかろうか。

イ　石　器

石器も土器と同様その出土は少なくわずか３点である。

（ア） 石包丁状石器（第16図の１～２）

１は全長14.2㎝、幅5.5㎝、中央部の最大厚1.2㎝で、刃部に若干使用痕が残っている。両

端には抉入といえる加工痕はなく打製石包丁に類似するものの断定はできない。石質は緑色

片岩である。これに類似するものとしては繩文後期の山神遺跡や晩期の船ヶ谷遺跡から石質

は相違するが出土している。このことから、これら繩文後、晩期の石包丁状石器の流れを汲

むものとみられる。２は磨製石包丁で推定全長11㎝、最大幅4.7㎝､厚さ0.4㎝で、刃部はや

や丸みを持ち、先端部が研磨されている。両面とも砥石状工具で調整されている。中央部の

鎬よりに直径0.3 ㎝の孔部が半分残存している。石質は緑泥片岩である。

３は讃岐岩質安山岩で、表面が偏平で、一部砥石としての使用痕が残存している。　しかし、

これが直ちに砥石であるとすることはできず、縁部に 扇状の剝離痕が残存していることか

ら、剝器としての石器の原石的なものであって、それが便宜的、一時的に砥石として利用さ

れたものといえる。

以上の遺物から、本土壙は上部が後世に攪乱されたというものの床面上付近から、前期前

半の弥生式土器や、繩文後・晩期に多現する石包丁状石器をともなうことから、この期の遺

構であった可能性が強い。さて、その遺構の使用目的であるが、発掘からはこれを完全に明

らかにすることはできなかった。
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第16図　第３号大土壙出土の石器実測図

(12)　第３号住居跡

第２号住居跡の南西隅より14m50㎝の所に立地する、本住居跡の地山面と第２号住居跡の

地山面との比高差は約-17㎝である。床面においての比高差は-2 cmであり、地山面が削ら

れていることから考えて、第２号住居跡と同一レベルに存在したものと考えられる。遺構の

西隣を通る道路により一部を切断されるとともに、後世に地山を削られたようで、その規模

は明確ではないが、ほぼ直径５mの円形を呈する竪穴の掘り込みは、北側において６㎝残る

ほかほとんど周囲と変わらなくなっている。住居の中央やや下ったところに、東西110cm､南

北98㎝の炉跡を有する。炉跡は南部で深さ10m、北部で一段掘り込まれ24㎝を計測する。

一段下るあたりから砥石が検出され、南西部において焼土が検出された。　ピットは４本で

炉をやゝ南にかこんで位置している。深さは32㎝から36㎝あり、周囲の他のピット群とは明

らかに異るものである。ピットの直径はP1とP4が24㎝P2とP3が20㎝である。形態はP3が袋状

を呈する以外ほぼ垂直に掘り込まれている。

この住居跡と関係する可能性のあるものに、後述する第13号、第16号土壙がある。
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(13) 第１号建造物跡

第3号住居跡の南東7mに立地している。一部未発掘区にかかっているため検出した柱穴

は9個である。

建造物跡は長軸をN15°Eにとる長方形プランである。検出した9個の柱穴は、4本が南北

に並んでおり、短軸にも3本並んでいる。柱穴の規模は、P1が直径18cm、深さ17.8 ㎝、P₂が直径

13㎝、深さ14.5cm、P6が直径22㎝、深さ10㎝、P7が直径19㎝、深さ16㎝、P8が直径20㎝深さ15.5 

cm、P9が直径19cm、深さ7.5cmで柱穴間の距離は、P1～P2が165㎝、P2～Ｐ3が180㎝、 P4～P5が

185 cm、P5～P6が170㎝、P1～P4が290cm、P4～P7が270㎝、P7～P9が280cm、

P₃～P₆が290㎝、P₆～P₈が260㎝となっており、南北方向が東西方向の2倍弱の距離にな

っている。各柱穴の深さの計測値におけるバラツキはあるものの各柱穴底面の高さは、ほぼ

一定となっている。この9個の柱穴からの出土遺物はなかった。

第17図　第３号住居跡実測図　　　　　　　　第18図　第１号建造物跡実測図
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(14)第１号土壙　　　　　　　　　第19図　第１号土壙平断面図

第２号住居跡の北東隅

より8m50㎝に立地する。

規模は地山面で長軸90㎝、

短軸75㎝、床面の長軸75

    ㎝、短軸60cmである。深

さは北側で８㎝、南側で

５cmを計測する。当土壙

は南東隅よりなだらかに

掘込まれている。土壙中

央の地山上に長さ10cm、

幅５㎝の山石１個を検出

する。長軸中心線の方位

はＮ ６°Ｅである。

第20図　第２号・３号土壙平断面図
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(15) 第２号土壙

第２号住居跡の南東隅より２m50cmに立地する。規模は地山面で直径約75㎝、床面で直径

約68㎝である。深さは13㎝を計測する。床面に直径５㎝、深さ５㎝。長さ15㎝、幅7㎝、深

さ８㎝等５個のピットを有する。

(16) 第３号土壙

第２号土壙の南東に立地する。規模は地山面で長軸140cm、短軸は北側85cm、南側100㎝、

床面の長軸118㎝、短軸は北側70㎝、南側84cmである。深さは平均で20㎝を計測する。床面

に直径８㎝で北西方向と南西方向に袋状を呈するピット２個を有する。長軸中心線の方位は

N34°Ｗである。

ア　遺　物

第21図　第３号土壙出土の土師式土器実測図
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床面より10cm遊離して甑形土器を検出する。口縁部の復元径は26cmでわずかに外反する。

器壁は剝 落 のため薄くなっている。胎土は精製され、明褐色を呈する表面に顕著な輪積痕を

残す。口縁下12cmに直径3cmで上方にやや広がる把手を有する。第2号住居跡内出土の甑形

土器底部から推測して器高29cmと考えられる。

床面より8cm遊離して、長さ７cmから10cm、幅3cmの木炭を3箇所に検出した。

(17)第4号土壙

第3号土壙の南東に立地する。規模は地山面で長軸85cm、短軸75cm、床面で長軸70cm、短

軸62cmである。床面は深さ15cmから20cmでいったん平面を有するが、南側に直径28cm、床面

より深さ8cmのピットを有するほか2個のピットを検出した。長軸中心線の方位はN12°E

である。

(18)第5号土壙

第4号土壙の南に立地する。規模は地山面で長軸92cm、短軸は北側で66cm、南側で45cm、

床面は長軸75cm、短軸は北側で
第22図　第4号･5号土壙平断面図

50cm、南側で38cmである。深さ

は平均で15cmを計測し、皿状の

床面である。長軸中心線の方位

はN10°Eである。

ア　遺　物

　 　土壙の南側において碗形土器

 　(第23図の9)と壺形土器(第

23図の1･2)の大型土器片を

検出し、北側において小土器片

を検出した。土器は土師式土器

であり、第２号住居跡と関連す

るものと考えられる。

 (ア)   壺形土器 

  (第23図の1～6)

胴部のみ残存の1は最大径26

　cmを計測し、灰褐色を呈する器

壁表面には箆調整痕がみられる。
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内壁には横方向に石英粒の移動痕を有する。2は頸部で径は10cmを計測し、石英粒を含む器

壁には箆調整痕を有する。3は北側において検出したもので頸部径11cmを計測し、暗褐色を

呈する器壁表面には刷毛目調整痕を有する。4は口縁径13cmを計測し、明褐色を呈する器壁

には刷手目調整痕を有する。5･6は口縁部ではないかと思われる。

  (イ)  浅鉢形土器(第23図の7･8)

　　　7は口径12.8cmを計測し、直線的にひろがる口縁部を有する。8は口縁径17cmを計測し表

面に刷毛目調整痕を有し、口唇部がわずかに内反する。

  (ウ)  碗形土器(第23図の9)

　　9は口縁径12cm、器高5.7cmである。器壁は口縁部近くでわずかに薄くなる。胎土は精製

され、表面に薄く刷毛目調整痕を有し、褐色を呈する。

第23図　第5号土壙出土の土師式土器実測図

1  2

 3

  4

 5 6 7

  8

9
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(19)第6号土壙　

第5号土壙の

西1m80cmに立

地する。規模は

地山面で直径約

68cm、床面で直

径約57cmである。

深さは北側の地

山面より20cm、

南側の地山面よ

り10cmを計測し、

ほぼ水平である。

北壁において垂

直に近い立ち上

りを呈している。

第24図　第6号土壙平断面図

 (20)第７号土壙

第6号土壙の西2m60cmに立地する。規模は地山面で直径68cm、床面で直径55cmである。

深さは南東側で20cm、北西側で8cmを計測する。

(21)第8号土壙

第7号土壙の西2mに立地する。規模は地山面で直径約74cm、床面で直径約60cmである。

深さは東側で10cm、西側で20cmを計測する。地山面より3cmで土器底部を検出するが、実測

不可能である。

(22)第9号土壙

第8号土壙の西4cmに立地する。規模は地山面で直径約55cm、床面で直径約53cmである。

深さは18cmを計測し、ほぼ水平である。土壙の西壁は袋状、他の三方の壁は垂直に近い立ち

上りを呈している。

(23)第10号土壙

第4号土壙の東2m50cmに立地する。規模は地山面で長軸70cm、短軸60cm、床面で長軸48
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第25図　第7号･8号土壙平断面図

第26図　第9号土壙平断面図 第27図　第10号土壙平断面図
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　cm、短軸38cmである。深さは10cmを計測する。長軸中心線の方位はN54°Eである｡土壙の四

方の壁はゆるやかに立ち上り皿状を呈している。

(24)第11号土壙

第2次調査区の北西の隅において検出されたものである。全容は不明であるが、最大掘り

込み幅は260cmで深さは、7cmである。床面南側において直径12cm、深さ18cmのピットを1

個検出される。

第28図　第11号土壙平断面図 第29図　第12号土壙平断面図

(25)第12号土壙

第11号土壙の東4mに立地する。規模は地山面で長軸136cm、短軸92cm、床面の長軸65cm

短軸32cmである。深さは16cmを計測し、南側法面においてやゝ急な傾斜をとるほかは、比較

的ゆるやかな掘り込みである。長軸中心線の方位はN52°Wである。

(26)第13号土壙

第3号住居跡の北東に立地する。規模は地山面で長軸110cm、短軸は中央部で72cm、床面

の長軸は80cm、短軸43cmである。深さは南側で11cm、北側で15cmを計測し、床面北側におい
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て、長径15cm、深さ6cmのピットを検出した。この土壙の北と東に直径20cm、深さ9cmのピ 

ット2個を検出した。長軸中心線の方位はN34°Wである。

(27)第14条土壙

  第3号住居跡の東5mに立地する。規模は地山面で長軸124cm、短軸63cm、床面で長軸58　　

cm、短軸15cmである。深さは平均で8cmである。法面は4方ともきわめてなだらかである。

長軸中心線の方位はN3°Wである。

第30図　第13号土壙平断面図 第31図　第14号土壙平断面図

(28)第15号土壙

第14号土壙の東2m50cmに立地している。規模は地山面で長軸307cm、短軸176cmである。

深さは24cmを計測する。その掘り込みはきわめて複雑であり、北西部と北東部において一平

面を有し、そののちゆるやかに傾斜するが北の法面のみ61 °の傾斜角となっている。長軸中

心線の方位はN84°Eである。

(29)第16号土壙

第3号住居跡の南東に立地する。規模は地山面で長軸145cm、短軸76cm、床面で長軸132 

cm、短軸45cmである。深さは16cmを計測する。法面は、西側において21°の傾斜角を有し、

他の3面では43°以上の傾斜角となっている。長軸中心線の方位はN45°Eである、周囲か

らはピット、小掘り込みを検出している。
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第32図　第15号土壙平断図 第33図　第16号土壙平断面図

(30)第17号土壙

第16号土壙の南東2m50cmに立地する｡規模は地山面で長軸263cm、短軸は北側で192cm南

側で112cmである。この土壙で主要部をなすのは、南側の一部のみで、北側のほとんどは深さ

　　5cm以下の部分である。南側は上面で70cmの幅を有し、床面で長軸63cm、短軸26cmである。

深さは14cmを計測する。全体の方位はN27°Wであるが主要部のみでは、N40°Eである。

第34図　第17号土壙平断面図 第35図　第18号土壙平断面図
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　(31)第18号土壙状遺構

第3号住居跡の南5m50cmに立地する。規模は地山面で長軸230cm､短軸98cm､床面の長軸83

　cm､短軸42cmである｡深さは33cmを計測する｡南北においてはゆるやかな法面を有し、東西の法

面は61°を越す傾斜角となっている。長軸中心線の方位は、N4°Wである。

(32)第19号土壙

第17号土壙の南東2mに立地する。規模は地山面で長軸96cm、短軸60cm床面で長軸73cm

短軸34cmである。深さは20cmを計測する。当土壙の床面は礫床であり、中央部が約10cm高く

なっている。掘り込みは東側よりゆるやかに掘り込まれていて、長軸中心線方位はN19°E

である。

第36図　第19号土壙平断面図 第37図　第20号土壙平断面図
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(33)第20号土壙

第19号土壙の南2m50cmに立地する。規模は地山面で長軸248cm、短軸104cmで､深さ31cm

を計測する。

掘り込みは舟底状になり、北東の法面が71°を示す外は、ゆるやかな堀り込みである。長

軸中心線の方位はN51°Eである。当土壙の北東と南東に直径25cm、深さ16cmを計測するピ 

ットが検出された。

(34)第21号土壙

第20号土壙の南東2mに立地する。規模は、地山面で長軸332cm、短軸168cm床面で長軸

292cm、短軸130cmである。深さ15cmを計測する。

四方よりゆるやかに掘り込まれており、床面南側に直径26cm、深さ13cm、北側に直径24cm

深さ16cmの2個のピットを有する。北西の法面には、直径38cm、深さ21cmのピットが当土壙

と切り合って検出された。長軸中心線の方位はN8°Wである。

第38図　第21号土壙平断面図 第39図　第22号土壙平断面図
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(35)第22号土壙

第21号土壙の東2m50cmに立地する。規模は地山面で長軸182cm、短軸83cm、床面で長軸

136cm短軸37cmである深さは12cmを計測する。東西北の3方向よりゆるやかな傾斜をもって掘

り込まれ、南の法面において立ち上がっている。長軸中心線の方位はN85°Eである。南側

において直径40cm、深さ19cmのピットを有する。

(36)第23号土壙

第22号土壙の東2m20cmに立地する｡平均幅70cmで不定形をなす当土壙の規模は､中央の台

状部を含めると280cm幅となる。土壙の掘り込みは20cm平均であり、東部がやや深くなって

いる。法面はゆるやかである。台状部北側に直径20cm、深さ23cmのピットを有する。土壙の

西側に直径56cm深さ10cmの土壙状遺構を有する。

なお、22号土壙との間に直径20cm内外のピット5個を検出した。

(37)第24号土壙

第23号土壙の北1m40cmに立地する｡規模は地山面で長軸242cm､短軸163cm､床面で長軸204 

cm、短軸127cm 第40図　第23号土壙平断面図

である。深さは、

12cmを計測する。

東側、北側の

法面において27°

前後の傾斜角を

有するが、他は

ゆるやかな掘り

込みである。長

軸中心線の方位

はN22°Wであ

る。土壙南方に

直径30cm、深さ

6cmのピットを

有する。

(38) 第25号

第2次調査区
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第41図　第24号土壙平断面図　　　　　　　　　　第42図　第25号土壙平断面図

北東に隣接して立地する。規模は地山

面で長軸230cm、短軸159cm、床面で長

軸206cm、短軸123cmである。深さは東

側で10cm、西側で5cmを計測する。

長軸中心線の方位はN60°Eである。

(39)第26号土壙

第25号土壙の北東2m50cmに立地する。

形態は三角形状 を呈し、規模は地山面

で長辺120cm、最大幅89cm、床面の長辺

106cm、最大幅67cmである。深さは､18

　cmを計測する。

床面中央部に粒土がありその東側の

深さは12cm、西側が18cmである。長辺

の方位はN5°Wである。

第43図　第26号土壙平断面図
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　　　　　　　　　Ⅰ　序　　　　　説

１　 遺 跡の環境

　　　　　(1) 自然的環境

発掘地区(R11-2)の地形は、かつての堀越川の開折作用(活動)により形成された河岸段

丘の調査区Aと河岸段丘下のB区(図第3･4図)を調査対象とした、調査面積は約1,200

　　　㎡である。A区は道路設置計画にいたるまでは、3戸の民家が建てられていた地点である。

　　　B区は水田地である。河岸段丘の比高は80cmである。B区はA区に比べて排水も悪く、夏期

は水田耕作地として利用されるが、冬期はほとんど耕作地とされることなく湿潤地となって

放置されている。

地質の層序はA区は洪積台地であるが、B区は図第12図に見られるように基盤面をなす白

色のシルト層に砂層及び砂礫層が耕作土の下部層序として広がっており、さらにB区の中央

部付近より南部ではシルト層は一段と開折作用が進行し礫及び砂礫の層が厚くなっている。

　　　  B区の南半分は(シルト層)開折され砂礫層となっている地点が、旧堀越川の河床部分で

ある。現在の流路をはさみ旧床部は、或地点では右岸にまた次の地点では左岸にと、蛇行を

繰り返えしながら、小野川と合流しているが、蛇行による開折範囲は、下流に向い扇状に広

がり、合流地点では大きく蟠流し肥よくなる沖積地を形成している、当地点は、小野川との

合流地点より直線距離で約1.5kmの位置にあり、比高は約3mになっている、いわゆる、北

久米及び来住町高畑に及ぶ洪積台地を開折し、かっては同一の洪積台地を2分して流れてい

る。堀越川の源流は北部に広がる広範な高繩山地の南縁部にあたる。南縁部の地質構造は和

泉層群の範囲に含まれている。同山系の東部にそびえる経 ヶ森付近は、標高800～900m で

あるが、西方に向って杉立山(668.3m)、小屋峠(545m)、観音山(513.1m)、芝ヶ峠(252m)

と起伏量も少なく、いずれも低くなっている。谷の密度は45～65本/c㎡が全般的である。

発掘区、前川Ⅱ遺跡(R11-3)第４次区は、発掘区前川Ⅰ遺跡(R11-2)に南面する

位置にあり、堀越川(前川)の河岸段丘上に広がる約1200㎡の発掘調査を実施した。

さらに来住Ⅰ遺跡、来住Ⅱ遺跡、来住Ⅲ遺跡地区は、共に来住遺物包含地に属する地区で

ある。前述の洪積台地の舌状部の南端部に広がる地域である。発掘区来住Ⅰ遺跡～来住Ⅲ遺

跡はいずれも小野川の右岸地帯の開折崖に広がる地点で現在の地目は水田であるが、これま

た前川Ⅰ遺跡のB区と同様に、夏季は水田耕作地として利用されるが、冬季は湿田地として

放置されている地点である。発掘区は、来住Ⅰ遺跡から来住Ⅱ遺跡との1部に未買収地点が

あり、全面発掘は不可能であったがいずれも土壤は灰色を呈しており、土壤粒子は細かい。

地力もあり、水田地としては上田である。
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  (2)　歴史的環境

山麓地帯に広がり鷹ノ子、北久米及び来住町に広がる供積台地上には、多くの古代の遺

跡及び遺物包含地でもってうずめられている地域である。ちなみに記述すれば、平担部の鷹

ノ子遺跡をはじめ、北久米、前川、高畑、来住、南久米の弥生中期より後期に至る遺跡のほ

第1図　松山南部における水系図
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かに、古墳時代の住居跡をはじめ、平野部に点在する、軍ヶ森の円墳の他に桜塚の前方後円

墳高井の波賀部神社前方後円墳（市指定史跡）､東山神社、双子塚(共に消滅)の前方後円墳

があり古くより開かれた場所で松山市南部におけれ一大集落の遺跡地区ともいえる。現に来

住Ⅳ遺跡の北面に接して、廃寺来住寺が確認されている、奈良中期の寺であり、古代の久米

一族の発展過程を把握する上で最も重要な遺跡でもある。更に久米山田池及び久来来住町内

の高畑遺跡は繩文式土器・石器を採集し、当地方での数少ない繩文後期の究明には欠くこと

ができない遺跡である。高畑遺跡は､(廃寺の北側に続く地点を指す)現在宅地化が進行して

いる地点であり、保存・調査の有り方について一考を必要とされる。

第2図　松山南部･遺跡分布位置図
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　2　日誌抄と経過

51年10月15日　

R11-2～R11-8 に至る間の測量値ＢＭと昨年度実施の愛媛県教育委員会の遺跡範囲確認

トレンチ調査事項について、情報交換会を持つ。

12月17日～21日　

測量班によって水準点を国道11号線(松末町二神組生コン前29.6406m)地点より、発掘現

場に最も近い、堀越川農免道路(市道久米59号)に架かる柳の内橋のパラペットに32.06mを設

定した。これより各調査区毎に分岐測点ＢＭを設定し、仮称R11-2～R11-8を使用した。

R11-2のBM　31.812m　R11-3のBM3131.936m　R11-4のBM　34.255 

R11-5のBM　34.255m　R11－6のBM　33.924m　R11-7のBM　36.545m 

R11-8のBM　36.545m

調査区毎の調査開始日及び調査完了日

昭和51年12月17日～昭和52年1月15日　実働日数25日

〃　52年1月17日～ 〃　52年2月9日　実働日数24日

  〃　52年1月24日～ 〃　52年2月19日　実働日数7日

〃　52年1月28日～ 〃　52年２月24日　実働日数10日

  〃　52年3月6日～　  〃　52年4月5日　実働日数20日

〃　52年2月12日～ 〃　52年2月21日　実働日数10日

前川Ⅰ遺跡(Rll－2)

前川Ⅱ　　〃　(R11－3)

高畑Ⅰ　〃　(R11－4)

高畑Ⅱ　　〃　(R11－5)

来住Ⅰ 〃　(R11－6)

来住Ⅱ　  〃　(R11－7)

来住Ⅲ　 〃　(R11－8) 〃　52年2月14日～　 〃　52年2月27日　実働日数10日

以上発掘調査期間及び遺物整理期間も共に3月31日が定められた。期日の関係から、3班

を編成、１、2班が調査に従事して第3班が遺物整理を実施した。発掘現場にプレハブ仮事

務所32坪を設置、内6坪の2階事務所を取り、市・県教委連絡電話を設けた。各発掘現場に

はテントハウス2張を用意した。発掘区はR11-5を除き、低湿地帯が対象地であることから

R11-6では仮設電力を設置(事務所と共有)し、その他は発電機を使用しポンプアップを行っ

た。発掘区が湿潤地であるため、表土の排除と、排除した土砂の置場について実に困難を

きわめた。排除した土砂が土砂流となり調査区に流れ込むので、排土を出来るだけ動かさ

ないように、ユンボからショベルカーヘと機械渡しとなるように排除作業を行わざるをえ

なかった。調査区内での作業においても軟弱な地盤の踏み込みをさけるため、排土面にベル

トコンベアを縦4連に使用し最終地点ではハンドドザーによる排除作業を繰り返えした。当

地域の調査は正に土砂と水との闘争といえる。それに加え1月・2月の渇水期を利用したと

はいえ積雪になやまされ期間内での調査は困難を極めた。が厳寒の調査期間中1日の休みも

とらずに参加下さった全参加者の皆様に対して心より感謝いたします。
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 Ⅱ　遺跡概要

前川Ⅰ遺跡(R11-2道路予定地地図中心杭No.91～No.94)

前川Ⅰ遺跡は掘越川の右岸に位置する予定面積約2,400㎡内､旧河床の右岸面を対象に約12 

00㎡を発掘調査した。その結果建物跡をはじめ、旧河川内に堆積した遺物をはじめ数多くの

資料を検出した。

第３図　前川Ⅰ遺跡(R11-2)道路予定地測量図
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（1） 遺 構

前川Ⅰ遺跡(R11-2)のA区において検出された遺構は、掘立柱建物跡4棟である。図

12図B区においては、掘立桂建物跡2棟を検出した。同建物と伴出する遺物は少なく、更に

検出された土器は磨耗が激しく、測定不可能な細片遺物である。全測図B地区の図12図に見

られる溝状遺構2条と堀越川の旧河床及び右岸の杭列を検出した。杭列は単杭を主体として

いるがなかには、2本の群杭を使用している場合も見受けられた。図版7図、杭は完全にシ

ルトの洪積層に打ち込まれており、打ち込み値は-30～-50cm前後の数値を示した。杭材は

いずれも松材を使用しており、杭先を4面ないし3面に削ったものがほとんどであるが、1

点のみ1面だけの削りとなっていた。杭材長は上端部が摩耗し不明であるが、現在長70～60

cm前後のもので、口径は最大6cm～4cmのものが多く、杭先等の切断面から推測される鉄器

の刃幅は3～2.5cm程度の刃物を利用したものと推定される。しかも切断面は鋭利で、鉄器の

盛行期の削りとなっている。旧河床の中州状の推積層において植物遺体をはじめ、土師式土

器・木器片、墨書土器斉串に描かれた人面墨書、木簡片と古代遺物が山積して発見された。

さらに数片の曲物片を発見している。往時の細工過程を知る好資料も検出された。以上前川

　　Ⅰ遺跡は、遺構面において3面に区画される発掘区である。

第4図　 前川Ⅰ遺跡 (R11-2) のA区全面実測図
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ア　掘立柱建物跡

建物跡は梁間2間、桁行間3間を基本とした4棟と、梁間3間、桁行間3間を基本とする

建物跡が検出された。これら建物の主軸方位は、桁行を南面に染間(切妻)を東西に建てら

れており、棟方向(主軸)はわずかにふれる程度である。

　　　　　(ア)　建物その1

農免道路(県道)東側において検出された梁間3間(4m)・桁行間(推定4m)3間の

 束柱2本を有する掘立柱の建物である。乾亥の角柱及び総門の角柱は共に市道の下にあり検

出不可能であった。建物1の棟方向は磁北に90°となっており東西にある。建物面積は16㎡

第5図　掘立柱建物跡(SB-01)の実測図
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(約4.93坪)の小規模な建物である。柱穴の掘り方は、直径65cm×90cmの円形で、深度は地山

面での平均値で25cm×30cm前後である。掘り方埋土は、地山土を含む黒褐色土を主体とした

戻し土である。柱痕跡は、柱穴No.6で掘方中央部に地山掘り込みの凹みを発見している。直

径15cm程度の柱であったと推定される。柱間寸法は東側柱列を南より135cm＋140cm＋140cm、

西側柱列は南から140cm＋140cm＋140cm、南面の桁行柱間は東から140cm＋140cm＋140cmとな 

っている。北面の桁行の柱間は不明であるが、この範囲内でよく対応しているものと推定さ

れる。

(イ)　建物　その2

掘立柱建物その1(SB-01)と掘立柱建物(SB-04)の中間くらいに検出された梁間2間

(3.55m)×桁行間２間(5.12m)の束柱1をもつ掘立柱建物である。建物の棟方向は磁北に90°

と東西にある。床面積は約18.1㎡(約5.86坪)である。柱穴の掘方は平均直径60～70cmを

測る円形の掘り方で、深さ平均30～40cmとなっている。柱間寸法は梁間方向で１間(1.775m)

第6図　掘立柱建物跡(SB-02)(SB-03)の実測図
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・桁行間では１間(2.56m) を測れる。これらはそれぞれに対応した柱間寸法となっている。

梁間と桁行間の間合いは、２間の計８本柱であるが、桁行間全長を３等分すれば、１間間距

離は、1.706mとなり、梁間の１間に丁度相当する建物跡となっている。

(ウ) 建物　 その３

建物２と切り合っており、梁間全長4.00m×桁行間全長5.55mと中心値でそれぞれ対応し

ている。柱穴は７基であり、梁間が通しの１間となる東切妻に対して、西側は、南より1.00 

×3.50mの２間となっている。また桁行の柱位置は、170cm×260cmの逆方向となっている。

掘 り方は、 50×60cm で、深さも30～40cm と整っている。　１柱穴のみ 10×20cm と小規模である。

第７図　掘立柱建物跡(ＳＢ-04)の実測図

(エ）建物　 その４

建物４は建物２・３の南東位置に近接して検出された。梁間3間(4.3m) ×桁行間３間(5

.5m) の束柱をもつ掘立柱建物跡である。建物の棟方向は磁北より10°西に偏り、面積は約

22.7㎡(８坪)である。柱穴の掘り方は平均50×80cmの円形のもので、深さは20～40cmと浅

69

  

    



いものもある。柱間寸法は梁間方向で１間(1.3～1.4ｍ)、桁行方向では１間(1.6～1.75ｍ)

を測る、柱穴より検出された出土遺物は細片化されており、しかももろく、壺の口縁部のほ 

かは図化は不可能である。

(オ) 建物　その５

建物５は建物４の南面約12ｍの川岸Ｂ区で検出された。梁間２間(4.3ｍ)×桁行間３間( 4.7�� 

m ) の掘立柱建物である。建物の棟方向は磁北に一対し束西方向になる。面積は約20.21㎡� � 

(約7.3坪) である。柱穴の掘り方は平均直径70～80cmを測る円形のもので、深さは地山面よ�� 

り20～45cmでややばらつきがある。柱間寸法は梁間方向で２ｍ×２ｍ、桁行間で１間1.4ｍ� 

～1.7ｍを測る｡掘方埋土には地山土はまったく含まず、黒褐色の泥土でもって埋められ、柱�� 

痕跡は、柱穴No.6010では、掘方中央部に直径1.5cm程度の凹があり、柱径もほぼ同様と推定� 

される。柱間寸法は梁間東柱列南より２×２ｍ。桁行間南面側の東より1.7×1.4×1.5ｍ を�� 

測る。各柱間寸法はよく対応している。建物内での遺物および柱穴内の遺物は検出されなか�� 

った。　　
第８図　掘立柱建物跡 (ＳＢ－05) の実測図
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�　　　  （カ) 建物　その６��　

   ＳＢ06は S B 05 の東方向８ｍの位置で検出された。建物は梁間２間(4 ｍ)×桁行間３間(5��

 ｍ) の掘立柱建物である。建物の棟方向は磁北に対し10.8°西へ偏っている。建物は南面す��

 る造りで、建物面積は約20c㎡(約7.2坪) である。柱穴の掘り方は１ｍを越えるものもあるが、��

 平均に直径70～80cmの円形である。深さは20～50cmを測る。柱間寸法は、梁間方向では１間��

 ２ｍ、桁行間は１間1.6～1.7ｍとなっている。掘立埋土はＳＢ05 と同様である。また柱痕跡��
�

 直径は柱穴No.5・6 ・ 7 で直径15cm程度の柱であったと推定される。柱間寸法は、梁間の２��

 ×２ｍに対し桁行間は南面側東より、1.7×1.6×1.6ｍとなっており、寸法はよく対応してい��

 る。なお柱穴遺物は検出されなかった。

第９図　掘立柱建物跡 (ＳＢ－06)の実-図
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　　  (2) 前川Ⅰ遺跡 (R 11- 2 )のＢ区の地層　

  R11- 2のＡ区の地層は耕作土-20cmを削除すれば下部層に- 7 ～10cmに茶褐色の酸化土

(羽土層)がある。この羽土層の下部は遺構面である。これに対してＢ区は(川岸)Ａ区のＧＬ

より、-136cmの位置で遺構面である。図 12 に示す掘立桂建物の掘方及び柱穴は、 表土よ��

り第７層の下部より検出され、その深度は表土より80cmである。凡例No.について記述してお�� 

きたい。��

１－耕作土で土粒中には多数の0.3～0.１cmの粗粒子を含む土壤で湿地である。��  

２－茶褐色土でハードな土壤で、水田の水もれを防止するための床土である。��  

３－黄褐色土( 1-15 - 2)の色調を示す。土層中に 5～３cmの礫を含む(砂岩)��

４－黒土色( O-10-0)で多量の有機物と、遺物を包含している。黒色土の包含層は消滅す��　

    る。��

５－灰褐色は( O- 14- O )で４層よりは硬い。土師式は器の細片を含有しており汚染されて��　

    いる。

第10図　前川Ⅰ遺跡（Ｒ11-２）のＢ区断面図
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６－黄色土(6-17-4)でソフトな粘土の層 となっている｡( シルト中３礫は少ない)

７－暗褐色(4-15-3)で、ややハードで５cm内外の礫を含むシルト層となっている。

８－灰褐色(O-12-O)で、小石そ含むシルト層であるが、砂を含み５層と区別される。遺

物少々

９－８層と同色であるが、灰色のシルト層で礫を含まない。軟弱で含水量は高く、崩壊容易。 

10－砂層で所々にシマ状に細砂層と掌大の礫を含む。

11－細砂層、有機物(植物遺体と土器片)を含む。　12 －茶褐色土(6 -16－ 3 )で有機推積層。 

13－砂礫層で湧水層であり遺物なし。　14 －礫層。深度と共に礫は増大し湧水帯である。

４ｍの方形堅穴式住居跡である。柱数は３本を検出しているが、未掘地区に埋没し検出され

ていないが、４本柱による竪穴式住居跡である。 焼土は図に示す。乾の方向に検出された、

住居の主軸はＰＤ－２が磁北に対し10 °西にふれているに対して、ＰＤ－３は逆に東へ15 °

ふる位置にある。土師式２器片を若干採集しているが、いずれの土器片も磨耗がはげしく計

測不可能である。

第11図　 前川Ｉ遺跡(R11-2)のＢ区断面図

73



（3） 出土遺物

前川Ｉ遺跡のＢ地区における遺構は第12図に示めすものである。Ｂ区の地層層序について

は、前川Ⅰ遺跡の地層断面図でふれた。重複をさけ、全測図に見られる旧河川に打ち込まれ

た、23本の杭木の配置について見る時、杭の打ち込みは、ある時期の出水に備えた杭打ちと

しか考えられない打ち込み方法ではないのかと推測される。旧河川の川岸に明らかに３段の

侵蝕による浸食崖の最少規模の浸食面が残されていることに注意したい。3段の侵食崖は建

物SB05 に対する不安から打ち込まれた、杭木と考えられるからである。すなわち出水に対

する侵食の防止については、現在もなおこのような方法により防御が行なわれているという

事実がある。　もし常流の河川であれば、その流路に平行する杭列に竹やその他ヤナギ等のシ

ガラミを作ることで十分でないかと考える。

第12図　前川Ｉ遺跡(Rll-2 ) のＢ区全面実測図
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ア　弥生時代の遺物　 １点

弥生時代でしかも中期以前と見られるサヌカイトの石鍛１個が検出された。大きさは縦4.

4.2cm最大巾2.5cm、器厚0.６cmで石質はサヌカイトを利用している。石器両面に大削離面を

残し、刃部の調整がなされている。基部はやや湾入した作りとなっている。重量は４gであ

る。

イ　土師土器　　　 図13　　 図版６

Ａ区における出土遺物は、そのすべてが細片のため計測不可能であるが、Ｂ区の堀越川、

(旧河川敷)より、木器及び植物遺体とともに発見された遺物についてのみ記述可能である。

(ア) 坏形土器

坏形土器は６点の出土を見たが、これら出土遺物の共通点と相異点をあげれば、出土器物

はいずれも轆轤による調整仕上げとなっている。底部は平底で口径の割に大きいが、口径の

1/2 を越えるものはNo.1の１例で他は1/2 以下にある。底部には糸切り痕を残している。器

壁調整はナデ仕上げとなっているが、２例以外は、轆轤調整で作 くり出された波状の隆起調

整痕が、内外壁面に残されている。口縁部は内面よりナデ調整がほどこされ口唇部は円く調

整をし、口縁端部はやや外側に外反している。

計測数値　別表１

N0. 口縁部直径 底部の直径 器 の高さ 底部 の様子 内外 の様子 外表の様子

１ 6.2cm 5.7cm 3.6cm 平底内部 にロ クロ痕 ナデ仕上げ ナデ仕上げ

２ 16.6cm 7.3cm

３ 13.0cm 5.7cm

４ 14.8cm 7.0cm

３段のロ クロ ナデ痕 口縁部に ２段

５段のロ クロ ナデ ７段のナ デ仕上げ

７段のロ クロナ デ痕 ８段のナ デ仕上げ

５ 14.5cm 7.8cm

5.7cm 平底 で左右 に歪みあり

4.5cm 糸切 なく、ヘラ切り

4.8cm やゝ高台一 回の指ナデ

4.8cm 平底 で糸切 りあり ７段のナデ痕 12段のナ デ痕

６ 口縁部破 損不明 9.0cm 残部3.5cm 高台付 、脚部 ナデ ナデ仕上げ

７ 15.3cm 7.2cm ナデ仕上げ

15.3cm 12.0cm

6.2cm 高台付脚部 ハリ付

1.4cm ヘラ切りの 後墨 書有

ナデ仕上げ

ナデ仕上げ

ナデの起伏あり ナデ仕上 げ８

９

台
付
鉢
形
土
器

皿
形
土
器

（ｲ）台付鉢形土器　　図(13-No. 6 . No. 7 )　図版（6）　 表のNo. 6 . No.7

台付鉢形土器として取り扱いながらも、杯形土器と相異するものとしては、僅かに基底部

からの立ちあがりにおいて、４分の１の孤を描く形で内湾している点に杯形土器との相異点
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第13図　土師土器実測図

をもとめ、台付鉢形土器として分類した、計測値はいずれも杯形土器の計測値と非常に類似

するが、器高については前述の立ち上がりと同様に相異点を僅かに示し深くなっているもの

の確たる判別基準とする数値とはいいがたい。

(ウ) 皿形土器

別表１のNo.８の数値を示す土器がそれである。焼成温度も高く、須恵器を思わせる程の土

器で、胎土も実によく精選されている。内外の表面には化粧土が使用されている。内部の基

底部には、ロクロ痕を明り ょうに残しており、器壁の立ちあがり部分には、抉 り痕が残って

いる。底部は、糸切の後箆仕上げとなっている。　また底部中央部には｢甲｣の字が墨書されて

いる。墨書土器の発見は初見のものであり、貴重な資料である。

(エ) 高坏形土器

全高11.8cm、脚台底部の径10.０cｍ.坏部の高さ4.7cm､口径17.0cmである。脚台は上下に箆

削りの成形が整然と施されている。脚裾は真横に折れまがり。脚端部は指により内湾させて

いる。坏部は鉢形で、口縁部は外反している。 坏部も箆削による調整がなされているが、杯

部の底部に僅かにはけ目調整痕を残している。

(オ) 土　錘

全長5.7cm 、最大巾1.8cm で中央部に0.5cm の穿孔を縦方向に貫通させている。 さらに縦に

一条の溝をつくり、それぞれ、穿孔部に直交させている。重量40gである。
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ウ　木　器

柾目の檜材を利用したもので図14のNo.１とNo.２は共に 0.3cm内外の穿孔が４か所にほどこ

されており、内No.1 の孔は方形であり、曲物自体の調整は平板仕上げ（0.2cm）となっている

が、断面図に見られるごとく、内湾しているが、No. 2の曲物は平坦な仕上げ(0.3cm) の後

に両耳部を１方向より削り台水にしており、さらに内部の穿孔位置の直下にミゾ水の抉り（0.

15cm)がほどこされ、この溝の上部位置に円形の孔が穿がたれている。No.1・No.2ともに曲

物材の１部であると推察している。

　 No.3 は小片ではあるが、曲物としては念入な高度の技術をほどこしたものである。上端面

は円形に調整されており、内面には深さ0.2cmの従方向の鋸目を0.5～0.４cm間隔に入れ、さ

らに残欠遺物の上では、1cm間隔の斜向（角度35）の鋸目をほどこし、明らかに曲部の１部

かまたは曲物器物片であることを物語っている。資料No.3の器厚は0.5cmを計測する。同器

の断面は0.4～0.5cm器厚となっている。下端部は欠損しているため不明であるが、残欠器物

を観察する限りではN0.2に見られ、抉りが同様にN0.3にもほどこされていたと考えられる。

方形の箱の曲部とすれば、上端部の抉 りは底板のはめ込みの溝であったとも見られる。N0.4

は0.4～0.6cm間隔で斜向の鋸目を入れており、１部斜交した鋸目がほどこされており折曲部

の工率を高めるための工夫がなされている。器厚は0.3cmと均一しているが周囲の耳部は不

整形になっている。器物の一部分にあたるものである。N0.5はNo.3と同様に縦方向の鋸目が

0.5～0.7cm 間隔にほどこされている。図のNo.5の上端部は平坦に調整されているが、下部は

年輪にそって切削されている。鋸目はいずれも0.2～0.3cm以内に統一して切り込まれている。

第14図　 曲物・チップ実測図
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（ｲ） 櫛 図14の６図版７

横形のつげ櫛片が一点出土している。櫛歯の先端部は、磨粍または１部欠損しているが、

全体的に入念な仕上げとなっており、断面に示すように歯の基部はＵ字型に突出している。

背部の亀裂からして木の年輪 を上手 に利用して、 扇子 状の用材でもって歯部を造り出した

ものと考える。また木具の中央には 〝清〟 と判断される彫刻がある。長さ現在長3.7cm、歯

部最大長2cmとなっている。櫛の背部（支点部）は、卵形状を示し最長部1.2cm×1cmとな

っている。歯部と背部は細い抉り込みの溝で区画されている。

第15図　斎串呪人形
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（ウ）木　片　　２点図14の７-８

建築用材の木屑と推定される木片を２個発見した。 No.7の木片には、のみ痕を残す面と手

斧痕を残す面がある。手斧痕では幅 2.2cmが計測され、のみ痕では1.2cmを計測した。切断

面に残された手斧痕の最大幅３cmを計測できた。N0.8の木片では計測は不可能である。こ

の木片・杭先から手斧の刃幅は３cm 程度であったと言える。

（エ）杭と杭先

杭木は12 本を採集しそれぞれの杭先の削り方を見る時、前述の木片に残された手斧巾と最

大刃巾に一致する手斧痕が、ほとんどである。このことにより、建築に使用された手斧も又

杭先に使用した手斧も同一規模（つくり）のものであり、この種の道具について未分化であ

ったことが判明した。

エ　斉串呪人形　（人形及び削りかけ）　　第15図　　図版７図

ひと　がた

（ア） 人　形

人形は大 きく２形態に分類される。一つは身体を具体的に表現したものと、ただ短冊形に

調整した（抽象的な）ものとに分けられる。 また人形に人面を記入したもの１例 と明らかに

墨跡を残しているものが検出されている。遺物の形状 からして、後者の抽象的な短冊形の人形におい

てはなんらかの記入を必要としたと考えられる。規格の上からは、巾２ｃｍの長さ20

cm以内のものと、幅３cmの長さ20cm以上30cmまでの２つに区別される。人形の足部の変化に

ついても股を作り出すものと、尖がらすものとに区別される。 股を作り出すものには、頭部

と胴部、脚部の区画を表現する薬研の削り込みがなされている。（人形1.2)

（ｲ） 削りかけ

削りかけも２つに大きく分類される。人形を造り出すための削りかけと、単なる木面に削

りかけを表現するものとに大別できる。 また削り込みにおいても２種の方法を講じている。

図15 に見るように、器物に削り込 みを行うものと、削り込みによって中央部に凸形の残部を

作り出す方法とが見られ、削りかけの内には図15の３にあるように明らかに股を付けている

ものと、股を作り出さないで、先端部を尖らすだけのものとが見られる。
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木質は人形 も又、削りか

けも共に檜材を使用してお

り、厚味は0.2～0.3cm を越

えないで均一化されている

点は共通している。墨跡を

残すものと墨跡を残さない

ものとの二種がみとめられ

３が、墨跡と認められるも

のも判読可能なものはない。

(ウ) 小　 考

人形、けずりかけに見る

若干の考察

人形、けずりかけの遺物

出土地点は、Ｂ区の川岸に

打ちこまれた保護杭の前面

にその他堆積遺物と共に検

出されたもので、これ等共

伴出土遺物は、土師器の皿、

須恵器の高台杯、墨書工器

と、薪炭類である。またや 第16図　木簡・削りかけ

や上手の中州に見られた、

数個の自然石 を配した遺構

(周辺部に炭化物散在)と薪

の残 火遺物等からして、何らかの宗教的行事が当地点で実施された可能性が強く、配石遺構

の下手にあたる部分から土師皿を２枚重ねた状態で発見されている点。さらにけずりかけの

1遺物に焦げた部分が認められることから、少なくとも何等かの宗教的行事が、この川の中

州において実施されたと見るべきであろう。　しかし１点ではあるが、尖頭部が焼けて欠損し

ている削りかけの発見からして、後世に見る、神木化された『けずりかけ、おしらさま』と

は異なり〝　神の降りる木 〟神がかりの聖木ではなく、厄払い的宗教的行事への代償的な意味

内容で把握したい。すなわち厄難からの解放を祈願したものと見ることが、より妥当性があ

る。図16-2に見える人形の中央部の穿孔は、発掘時に紛失や破損を予知し中央に標織を付

け貫通させるものであり呪物行為による穿孔ではない。現代に残る祭事に輪越が当地方では

行われるが、当祭事には、紙による七夕祭のキビ人形と相共通している。
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(エ) 木　器

組合せ木具の１部でしかも片端は焼けている。現在長39.8cm、幅６cm、厚味0.6cmである。

材質は杉材で端より23cmの個所に２穴があり(0.5×0.7cm)耳は傾斜をつけて仕上げられてい

る。この耳部の仕上げは、桶類の底板と考えられるが、２穴については、破損部の補強か、

または、蓋板 として使用したものとも見られる。さらに下流部の湿地耕作用に転用したもの

とも推定される。　　　　　　　 第17図　 木器実測図( 部分)

（オ） 木簡片　　 第16図の１

人形の発見と同時に同地点より木簡片の検出を見た（図版５）､木 簡は数片に破損をしてお

りかろうじて第16図の１のように復元することができた。木質は柾目の板材を利用しており

檜材である。

墨書のあとを薄く残しているものの判読は困難であった。墨痕は２条に縦に書かれている

が、裏面には墨あとは認められない。 木の厚味は２mm近 くあり人形等よりは厚手のものであ 

った。

（カ） 薪　　　17 図　　 図版５

Ｂ区の川の中州状に推積した、浮遊推積遺物中より出土したものであるが、遺物そのもの

の出土状況は、川岸より1.5～2.0m離れた地点に礫、砂礫、砂層のシマ状の互層でなる中州

に最大径25～30cm内外の数個の河原石を砂層内にやゝ環状に配石した内部より発見したもの

である。当位置において使用した焚火の残欠部分である。薪と称するより、割木と見ること

がより適切と考えられる。遺物はすべて、支技を利用した自然木はなく17図に示めすように

人工の手が加えられた薪であり、薪は切断面のみでなく、いずれも縦割を行なった薪炭材で

当地方ではこのような工程を経た薪炭材を割木と呼 んでいる。 また１例ではあるが、加工材

としてかつて利用された用材を、薪として再利用している遺物 も発見されている。薪炭の残

欠部分からして利用前の実長は少なくとも30cm前後のものであり、元部は3～2ｃｍ角の割木

材と推定されよう。 木の材質は、檜の他に桜が見られたがその他の雑木類は発見されなかっ
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た。このことは前項の人形の検出等から合せ考察されるべきことがらであろう。更に残欠部

に見られる径のほそまり方と、燃焼物付近の径からして、薪を使用する場合の燃焼時の作法

的な儀礼か、もしくは燃焼速度を考慮した為のものかいずれの残欠部も細身の側より投入さ

れている。さて細身より薪を投入する燃焼時の作法は昨今まで当用されたものである。ただ

薪炭と見るならば雑木の利用は十分に考えられるが、前述の人形等の出土関係から見て特に

神事的行為の場において使用された燃焼材として把握すれば薪材の統一は理解されよう。

第18図　薪炭実測図
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２　前川Ⅱ遺跡（R11-3　道路予定地地図中心杭No.96～No.102）

　　　（1） 遺　構　（図第19図）

前川Ⅱ遺跡は前川（掘越川）の左岸地域で発掘調査対象地は、No.97～No.101区間面積約22

50㎡である。当地区は松山市来住町高畑（高畑遺跡）の洪積台地の舌状台地の端部に広がる下

段に位置しており第19図に示す道前道後工業用水路を境に東方部は160cmを越す比高となっ

て緩斜面をなし、用水路と前川Ⅱ遺跡の発掘地点では更に55～70cmと低くなっている。　また

中心杭No.95～97地点は、No.98より78cmも低くなり、No.98地点に侵食崖を作り出している。 No.

 98～No.101地点においては竪穴式住居跡３棟、建物跡３棟、平地式住居跡、その他に建物プ

 ランをは握していないが、直径15～20cmの柱穴を検出している。これらの柱穴はすべて素掘

 となっており柱間距離を共通尺位を示すものが多く、柱穴の様子から奈良末期から平安時代

 のものと理解しておりこれら建物跡での出土遺物は検出されていない。この外に土壙墓２基

 をはじめ、特殊土壙（翼状掘削土壙）を３基検出した。

ア　竪穴式住居跡

（ア） 竪穴式住居跡（ＳＢ-１）

図第20図は直径４ｍの円形の竪穴式住居である。住居プランの内壁面に周溝をめぐらして

おり、柱穴は２本で棟方向は東北東に主軸を取っている。住居床面の中央部に80×50cmの焼

土が検出され炉跡と推定される。また住居の南東部に炭が集中して検出されたが、その他に

は生活遺物と見られるものは出土しなかった。２本の柱間の間隔は2.6mを計る､柱穴は床面

部で径50cm、柱穴底面で15cmあり、深度は地山面より-34cm内外の掘方となっている。壁面

の立ち上がりは10cm程度の比高差で浅い掘り込みとなっている。

（ｲ） 竪穴式住居跡（ＳＢ－２）

図20 は２棟の住居跡の切り合いとなっている。　 ＳＢ-２は方形の住居跡プランで１辺を7.8mとみ

て、60.84㎡の床面積が算出される。柱間の中心距離は４ｍの４本柱で方形である。

この４本柱の内側に直径4.5mの円形をなす掘り込みがなされ、周囲にベッド状床面をな

している。丁度土俵を思わせるような遺構である。柱穴は床面において70cmの円形をした、

摺鉢状の握方となっている。本住居跡からの出土遺物は、土師式土器、須恵器片等を検出し

ている。

（ウ） 竪穴式住居跡　(SB-3)

図20は、SB-3はSB-2との切り合いの状態で検出された遺構である。プランは1

83



辺４ｍの方形の竪穴住居跡で、柱穴は３本検出している。焼土の広がりが、北側の壁面近く

にあるところからかまどがあったものと推定される。竪穴式とはいえ、床面の掘り込みは、 

SB-2 と同様に浅く、またSB-2 とSB-3 には、掘り込みプランの外に柱穴を持って

いる。この柱穴は、いずれも、SB-2・SB-3に付随する柱穴以外には考えられない。
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とすれば切り上げ桁を持った平地式住居と見るべきであろう。筆者は後述の切り上げ桁によ

る庇を付けた住居跡であり庇は南面と西面にそれぞれ造り出したものと考えられる。細片の

土師器片を採集した。

（エ） 竪穴式住居跡(SB-4)

SB-2・SB-3の12mはなれた地点で検出された遺構で、前者同様、掘り込みは浅く

住居内には柱穴は検出されなかった。これらの掘り込みと同様の遺構が他に２基検出されて

いるが、Ｔ-1では２本の柱穴が最後に発見された｡Ｔ-1T-2は小屋掛け程度の建物であり、住

居跡のプラン内にはいれ難い。出土遺物は皆無であった。

イ　掘立柱建物跡

掘立柱建物跡の内、柱穴が対応してお り、１建物 としてまとめられるものについて述べよ

う。

（ア） 掘立柱建物跡（ＳＢ-５）（図第21図）

SB-5はx5y5付近で検出された建物跡である。建物は梁間２間（4ｍ）桁行間３間(4.9ｍ）

第21図　掘立柱建物跡（ＳＢ-５）実測図
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の棟方位を東西にとっている。掘立柱の掘方は直径70～50cmの地山掘り込み深度は20～40cm

である。各柱間及び位置関係は、梁間で東側柱列南より1.8×1.8ｍ、桁行間は南側柱列東よ

り1.45×1.7×1.7mに対して、北側の柱列は東より1.7×1.6×1.55m である。梁間は、東西

がよく対応しているが、桁行は、四角での角柱間の距離は一致しているが、柱間の距離

はやや異なっている。柱穴の埋め土は黒色のシルト層の一色であった。

（ｲ） 掘立柱建物跡（ＳＢ-６）

SB-6はx41/6付近で検出された建物跡である。（図第22図）建物は梁間２間(3.8m)桁行

間２間(4.15m) である。棟方向はやや南にふれているが、南面する東西の棟方向となってい

る。堀立柱の掘り方は直径60～50cmで柱穴の掘り下げは30～50cmの地山掘り下ぜを行ない、

柱穴の径は直径15cmとなっている。掘り方の埋め土は、シルト層である地山土を混入したも

ので、黒色の粘性土にブロック状に突き固められていた。建物の梁間１間1.9×1.9m の東西

共に対応している。桁行間は東側より2.10m×1.95mと同様に対応している。棟持柱位置は

桁行間全長より10cm外張りとなっている。棟方向は東北にある。

 第22図　掘立柱建物跡(SB －7)実測図
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(ウ) 掘立柱建物跡( ＳＢ-８)

建物跡ＳＢ-８は、建物SB-7と重複した建物である。(図第22図)建物は梁間４間(6.60m) 

桁行間４間(7.10m) の東柱２本を有する建物である。建物の棟方向は磁北に対して、

東西位置より10°南に偏した建物となっている。SB-8は丁度S B-7を囲む状態で建立され

た、掘立柱の住居跡であろう。他のSB-6・SB-7に対して、掘り方は実に小さく柱をいれたと

きほとんど余地(空間)がないほどの素掘りとなっている。掘り方の径において

は２種の掘り方となっている。１つは40～30cmの素掘りの底部(床)径25～20cmと掘り方30～

25cmの底面径20～15cmの二つである。深度はいずれも50-60cmと共通する掘り込みとなって

いる。梁間の東側柱列は各間共に複合柱となっているが、西側の梁間柱列と対応する柱間は

南より1.25×1.8×1.8×1.8m東側の梁間の複柱の数値は1.8m 間隔となっている。北側の

桁行間は1.8×1.8×1.8×1.8mと南側の桁行間は東より3.6×1.8×1.8mとなって､南面の柱

間に変化が見られる。すなわち間口２間の入口的な間取りと考えるべきであろう。中央部の

２本の柱は束柱と見る外に棟持と見ることも出来る。( 中世の遺構)

第23図　 掘立柱建物跡（ＳＢ－ ８）実測図
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(エ） その他の柱穴

黄色の良質のシルト層に黒色のロームが柱穴に充塡しており遺構の発見は容易であった。

全測図第20図のx₁～x₁₆・y₁～y₁₀における小型のピット群が検出されている。これらのピット

はHD-3と同様の素掘りの柱穴群である。深度はいずれも深く40～50cmの掘り込みとなっ

ている。今後更にピットの割り出しにより、掘立柱の建物が発見される可能性に充ちている

が、現在は不明である。

ウ　土壙墓

第20図(23P)の全測面に見られるg₁・g₂・g₃・g₄は墳墓(The Pit)である、g₃のＴＰ₁は石

枕をもち主軸はg₁～g₄共に南西の方向から西の方位に位置付けられている｡g₂～g₄は40cmの

箱薬研状の断面を示めす掘り込みとなって、図20図のx₃y₅のグリットで検出されたg₁の土壙

墓は最も完全な形で発掘されたが、遺物はいずれの土壙墓にも発見することはできなかった。

エ　 その他の土壙

前川Ⅱ遺跡では、特にS B-7とＳＢ-８に近接するx₈y₆～x₆y₇にまたがる、巾１ｍ長さ８ｍ

の遺構で、地山面を-25～30cmの偏平な土壙が検出された。遺構内の遺物はなく、シル

ト層の地山に対して、遺構内部は、黒色ロームで充墳されていた。土壙の機能は不明である。

　 y₁₄～₁₅y₁～₂のグリットにおける、土壙状遺構１・２・３は-60～-70cmと深度を持シ

ルト(黄色)層の掘り込みである。特にx₁₆･ y₂で検出された翼状の土壙は、鋸歯状の薬研掘り

となっている。この種の土壙はかって、松末５丁目、釜ノ囗遺跡等で発見されている土 壙で

あり、当地方では、粘土採集に利用された土壙であると理解されているものである。これら

の土壙には共通して中央部に１～２の円形のピットを掘り凹めている。さらには、翼状土 壙

のＬ字 カットされた肩部に人頭大の粘土塊を積み上げているものが多く見られる。

(2) 出土遺物

ア　弥生土器　　図第24図

前川Ⅱ遺跡(R11-3.4次地区)において、弥生土器を検出している。これらの土器には

甕形土器・壺形土器・高坏形の土器がある。時代的には、弥生時代の前期の末葉より弥生後

期に属する土器と推定される。出土地点は、前川Ⅱ遺跡のＡ区(図第20図) に示す堅穴式住居

跡内とその周辺部、特に南面の無遺構地点より出土したものである。

(ア) 甕形土器
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甕形土器はいずれも口縁部のみ発見されており、完形品はなく、さらに甕形土器の底部と

推定される図23以外は発見されていない。胴部から口縁部を残すx₆y₉出土の甕形土器とx₆

一y₉のNo.3以外は少片のものである。口縁部において詳細に見れば逆Ｌ字型口縁部の作りと

なっている。図(1)の土器ま、頸部に８条凹線があり、胎土中には0.2cm以下の粗粒子（石英

長石）を多量に含有しており暗褐色で箆仕上げ、図２は、口唇端部は上端部は平面にへら調

整され逆字Ｌ字口縁を呈するが、僅かにつまみ出す程度となっている。頭部には９条の凹線

と下方より上向きに刺した。実刺の列点文が施されている。器厚は頸部に対して胴部は極端

に減厚されている。図３は、１・２図同様にやゝ内湾した胴部から頸部を造り出し口縁部を

折り曲げ逆Ｌ字口縁としている。口縁の上端面に平面を残し、口唇部は箆による斜めの調

整がなされている。このカットにより口唇部は、三角形のはり付け凸帯をおもわさる口唇部

となっている。頸部には９条の凹線を施している。図４、口縁部内径14.3cm器高推定値16～

18cmの甕の口縁部で、口唇端は道Ｌ字状に折曲され、端部を指圧調整されてさらに箆による

列点文が施されている。頸部は14条の疑似凹線が見られる。器厚は、口縁部が最も薄肉で、

底部に向っていちじるしく増厚されている。胎土中の粗粒子(0.3以下）を多量に含み焼成は

やや悪い。表面に媒焼が付着しており暗褐色である。図５、口縁部の内径20.7cmで器高推定

(23cm)内外のやや中型の甕口縁部と胴部で全面に櫛目調整の残痕と箆調整痕がある。

口縁部は逆Ｌ字状に折り曲げられた後、口唇部をつかみ上げ、口縁上端に凹状面を造り出

している。口唇端をさらに箆による右回りの押圧列点文を施こしている。頸部には、８条の

浅い疑似凹線が施され、凹線の下部と中央部に刺突による浅い列点方が施文されている。器

厚は均厚であるが、胎土中の石英粒子は0.4cm 以下を多量に含み茶褐色である。内壁部に暗

褐色の付着物がある。図６、口縁部内径17.5cmで、直立した胴部を外方向に折り曲げて口縁

部を送り出している。頸部は鈍角となっている。口唇部には、箆による刻目が施され刻文を

つくっている。口縁部は内傾し箆調整を行っている。器表面の調整は、頸部より縦方向に、 

1.1cm幅の櫛状の調整痕が見られるが、胴部付近では磨粍して見られない。内壁面はヘラ調

整が入念に縦方向に見られるが、胴部付近は､0.2cm以内の無数の班点状の剝離が見られる。

器厚は0.4cmと最も薄い。図り、口縁部内径15cmで口縁部は図６と同様の手法により造り出

しており、頸部に浅い指頭痕を残している。口唇端部は凸面の箆調整がなされている。内外

面共に箆調調整がなされているが、全体的に粗雑である。器厚も不均一で1.0cmと肉厚とな 

っている。

図８　細片であるが、口縁部である。口唇端部のカットが、外傾斜している。

図９　頸部における内径15cmの口縁部で、胴部より頸部でやや内湾した後大きく外反して

口縁部を造り出している。口唇端部を外傾斜でもってカットし、口唇端部に斜格子の刻目に

よる刻文を施している。頸部と胴部にかけて４条の凹線と凹線文の上下端部には、一条の刺

突文が細管によって施文されている。内外面は入念な箆成形がおこなわれている。器厚は口
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縁部0.7cmと薄く胴部は1.２cmと増厚されている。胎土中の粒子 も少ない。

図10　器高32.６cm、口縁部内径18.8cm 、頸部外径14.8cm 、胴部最大径21.6cｍ、底部5.2cm

平底である。器厚は全体的に薄手で底部1.2cmを。計る外は、0.5cm内外である。胎色は黄褐

色で、基底部より10～16cmの位置に媒煙が付着している。器壁の調整は、頸部から肩部にか

けては縦方向へ、胴部は斜傾方向 に、底部付近は縦方向に櫛描 きによる調整されている。口

縁部は、右回転をさせながら斜め方向に櫛描を成形後刷毛による横方向のナデ調整がなされ

ている。

内部の調整は、平底部分をはじめ同心円状に調整されている。 胴部は、斜めの櫛目調整を

頸部まで行なっている。口縁部と頸部の取り付部分には、横なでのへら調整がなされ、口辺

部は頸部より外湾して斜めの櫛目調整を行 なっている。口唇端部のやや内湾部にのみ、ナデ

調整となっている。

6

第24図　土器実測図
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(ｲ) 壺形土器と底部　 図第24図　 図 版11

図11は器高32.8cm 、口縁部外15.0cm 、口辺部高5.0cm､ 頸部外径11.4cm 、胴部最大径25.8cm 、

底部８ｃｍ、器厚は口辺部がやや厚く0.7cm､ 胴部器高0.5～0.4cm 、底部推定1.0～1.5cmを計

測できる。器壁の成形は内では、全面に横(底面に対し平行) の櫛調整であるが、頸部につい

ては、輪積の技法が、明瞭に残されている。器表面について、基底部付近に縦方向のヘラ仕

上げが施かされる他は、ナデ仕上げとなっている。口縁部の調整は、横方向のナデ仕上げと

なっている。口辺部のつくりは、頸部より、外反して立ち上がり(20°～15°～18°)に辺部の

中央部でわずかに内湾をみせたのち、２°の外湾をなしている。口唇端面は、ヘラ切り成形

となっている。時期的には弥生後期末葉の遺物と見るべきであろう。

底部のみの出土物は合計11点である(図 第24図) これらの底部の内No.1～No.7は壺形土器の

底部 と考 えられる。N0.8～N0.9の底部 について は甕形土器 の底部 と見た。 No.9に見られ る、

底部の周辺部をつ まみ出し高台となしている。この手法は当地方では中期によく見られ、中

央部に穴を穿って甑 としているものが多い。

イ　土師土器　　　　　　　　　 第25図　 土師･須恵磁器実測図

（ア）壺形土器

胴部より下部を欠損して

いるが、復元高25cm内外、

胴部最大径19cm内外、口径

18cmを計る。

胴部最大径は中央部より

やや上方に位置すると推測

される。口頸部より口辺部

に向って鋭く外反する。口

唇端部は、外方に向って僅かに斜傾し、円くおさめられている。口辺部は内外面は共にハケ

による横ナデ仕上げがほどこされている。一方外面部は、やや頸部と口唇端部との間にふく

らみが見られる。

（ｲ） 坏形土器１

Ａ区ＳＢ-No. 1より出土した土器で、口径13.4cm 、底部６cmの平底、器高3.7cmを計る。内

部は見込部分から大きく傾斜しながら立ちあがり、口唇部は外側より折りたたみの有段部を

のこし、端部は円くおさめられている。外面は、平底の底部から立ち上がり部分に指頭調整

痕を残しており、中位部にはややふくらみをもっている。 口辺部には、わずかに有段をみせ
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図９　頸部における内径15cmの口縁部で、胴部より頸部でやや内湾した後大きく外反して

口縁部を造り出している。口唇端部を外傾斜でもってカットし、口唇端部に斜格子の刻目に

よる刻文を施している。頸部と胴部にかけて４条の凹線と凹線文の上下端部には、一条の刺

突文が細管によって施文されている。内外面は入念な箆成形がおこなわれている。器厚は口

甕形土器はいずれも口縁部のみ発見されており、完形品はなく、さらに甕形土器の底部と

推定される図23以外は発見されていない。胴部から口縁部を残すx₆y₉出土の甕形土器とx₆

一y₉のNo.3以外は少片のものである。口縁部において詳細に見れば逆Ｌ字型口縁部の作りと

なっている。図(1)の土器ま、頸部に８条凹線があり、胎土中には0.2cm以下の粗粒子（石英

長石）を多量に含有しており暗褐色で箆仕上げ、図２は、口唇端部は上端部は平面にへら調

整され逆字Ｌ字口縁を呈するが、僅かにつまみ出す程度となっている。頭部には９条の凹線

と下方より上向きに刺した。実刺の列点文が施されている。器厚は頸部に対して胴部は極端

に減厚されている。図３は、１・２図同様にやゝ内湾した胴部から頸部を造り出し口縁部を

折り曲げ逆Ｌ字口縁としている。口縁の上端面に平坦面を残し、口唇部は箆による斜めの調

整がなされている。このカットにより口唇部は、三角形のはり付け凸帯をおもわさる口唇部

となっている。頸部には９条の凹線を施している。図４、口縁部内径14.3cm器高推定値16～

18cmの甕の口縁部で、口唇端は道Ｌ字状に折曲され、端部を指圧調整されてさらに箆による

列点文が施されている。頸部は14条の疑似凹線が見られる。器厚は、口縁部が最も薄肉で、

底部に向っていちじるしく増厚されている。胎土中の粗粒子(0.3以下）を多量に含み焼成は

やや悪い。表面に媒焼が付着しており暗褐色である。図５、口縁部の内径20.7cmで器高推定

(23cm)内外のやや中型の甕口縁部と胴部で全面に櫛目調整の残痕と箆調整痕がある。

口縁部は逆Ｌ字状に折り曲げられた後、口唇部をつかみ上げ、口縁上端に凹状面を造り出

している。口唇端をさらに箆による右回りの押圧列点文を施こしている。頸部には、８条の

浅い疑似凹線が施され、凹線の下部と中央部に刺突による浅い列点方が施文されている。器

厚は均厚であるが、胎土中の石英粒子は0.4cm 以下を多量に含み茶褐色である。内壁部に暗

褐色の付着物がある。図６、口縁部内径17.5cmで、直立した胴部を外方向に折り曲げて口縁

部を送り出している。頸部は鈍角となっている。口唇部には、箆による刻目が施され刻文を

つくっている。口縁部は内傾し箆調整を行っている。器表面の調整は、頸部より縦方向に、

1.1cm幅の櫛状の調整痕が見られるが、胴部付近では磨粍して見られない。内壁面はヘラ調

整が入念に縦方向に見られるが、胴部付近は､0.2cm以内の無数の班点状の剝離が見られる。

器厚は0.4cmと最も薄い。図り、口縁部内径15cmで口縁部は図６と同様の手法により造り出

しており、頸部に浅い指頭痕を残している。口唇端部は凸面の箆調整がなされている。内外

面共に箆調調整がなされているが、全体的に粗雑である。器厚も不均一で1.0cmと肉厚とな 

っている。

図８　細片であるが、口縁部である。口唇端部のカットが、外傾斜している。
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口唇部の一部を残す小片の遺物であるが、表面を蓮花状に箆調整された模様を有する小片

である。口径の復原値は14cmであることから、高台付の碗形の瓷器と推定される。

(3) 小　 考

前川Ｉ遺跡及び前川Ⅱ遺跡は、松山市遺跡地図でいう前川遺跡に該当する地域である。こ

れらの地域は歴史的環境ですでにふれたが、同地域の上手(東方)部に、久米鷹ノ子・高畑・

来住遺 跡と埋蔵文化財の平野部における宝庫がある。　また前川遺跡より下手(西方部)一帯に

は、南久米・星 ノ岡・福音寺とこれまた遺跡が続く。これらの遺跡群にはそれぞれ共通する

パターンがある。

たとえば、各遺跡はいずれも複合遺跡であり単独の文化層から成る遺跡は少ないこと。　ま

た弥生後期から古墳時代、さらには歴史時代 へと時代 の進むにつれ、各遺跡間の重複密度は

高く範囲も拡大する傾向にある。住居跡の上からでは、弥生後期の時代では、或程度の生活

条件は解放的でしかも、かなりパイオニア的な生活舞 台が形成された時代であると考えられ

るが、掘立柱を主体とする古墳時代以後においては、部落形態が成立し、現在の状利に基づ

く、村落が形成されたと見られる。

小河川に形成された南面する緩斜面にはほとんど指摘される程に、住居地を形成する傾　 と

向が見られるが、小河川に直面する地域では、中世の遺構(住居跡)は検出されていない。こ

のことは前述したように、弥生後期における爆発的な集落形態の拡大時期から、一歩後退し

た集落形態を形成したが、集落密集度は高 くなる。

また一方日常の生活用具類の出土状 況から推測される、一住居プランの形態が見られる当

地域における特色を見れば、前川Ⅱ遺跡に見られる竪穴式住居SB-2・SB-３に示めさ

れるプランである。半地下式の床面を形成し、一見竪穴式住居の形態を踏襲しながら、一方

では、切り上げ桁を併用したものである。筆名は、平地式住居と見るべきだと考察しながら

も、住居プランからすれば床面を掘り下げた竪穴式住居の範疇 にふくめられる。　小規模の

住居プランでありこれらの住居形態はかなり長期間活用された住居様式と推測される。柱穴

も極度に小さく、一辺４ｍ内外の方形プランが多く、さらに均一的に、床面にはベッド状の

有段の床面を形成するものが多くなる傾向を示めしている。　さらにこれらの住居跡内の出土

遺物において、完形品の出土は見ないが、磁器の破片を併出することがあり、時期的に奈良

時代以後にまでも継続されていく住居跡の１パターンが見い出される。これら住居跡に付随

する掘立柱建物が共存する一形態が見られる。 竪穴式住居と掘立柱建物の位置関係は、南面

する竪穴住居に対して、住居の南面をふさがない、東側・北東位置に掘立柱建物を併立させ

ている。

付随する掘立柱建物は、梁間２間・桁行間２間という建築形態と、梁間２間・桁行間３間

との２様式がある｡（こ れらの発掘例は星ノ岡遺跡の報告書でふれたい)
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３　高畑Ｉ・Ⅱ遺跡(R11-4・R11-5　道路予定地図中心杭No.103～No.108)

高畑Ｉ遺跡および高畑Ⅱ遺跡は前川Ⅱ遺跡の南へ延びる道路予定地域である。　トレンチ調

査結果で弥生土器片を包含する地域として、それぞれ、発掘地域に指定されたが、発掘調査

の結果は、高畑Ｉ遺跡で弥生土器片少量、高畑Ⅱ遺跡で柱穴を検出した。

高畑Ｉ遺 跡は、高畑舌状台地の直下部分が発掘地点で地目は水田で年中台地からの湧水が

あり、小規模な範囲であるが、春田をなしている地点で、出土遺物は舌状台地からの落ちこ

みであることを確認した。

高畑Ⅱ遺跡の地点は、高畑Ｉ遺跡の上段部(舌状台地の端部)にあたる部分であり，発掘調

査の結果、掘立柱建物跡の一部を検出した。(前川Ⅱ遺跡で述べた) 水路のため掘削されてお

り、遺構の全望は望めなかった。当地点は、馬の背にあたる地域であり、高畑遺跡との関連

があり、大いに希望 をよせた地点であった。台地 の水田化のため、地表面は何度が攪乱され

ており、検出された土器も小片で計測不能なまでに摩粍した状態であった。

検出された遺構の全測図(第26図) をあげて、同地点での発掘報告としたい。
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弥生土器実測図
第26図　高畑Ⅱ遺跡(R11-5）道路予定地測量図

高畑出土
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４　 来住Ｉ遺 跡(R11-6　道路用地図中心杭No.120～No.124)

来住Ｉ遺跡(R11-6)図第27図は松山市来住町にあり、発掘区は、来住町の洪積台地の南端

部に舌状台地の突出した南端部を開折して下部に広がった扇状地形である。発掘対象地は約

2,000㎡で、現在は春田として利用されており、湿泥化か進行している地域である。中心

杭のNo.118地点より北方部一帯は、かつては小野川の氾らんによる浸食岸を作り出しており

トレンチ調査の結果においても表土(耕作土)30cm以下は、挙大の小石と砂による互層となっ

ている。R11-6地点におけるトレンチ調査の結果は、小野川の開折時期に形成された小川

が、北端部にR11-8地点より伏流水があり、中心杭No.118以北地点の堆積作用により、現在

も当地区の湿田化を進行させている直接的要因となっている。ちなみに小野川は、来住Ｉ

遺跡の発掘地点より西方200m地点に左曲した流路を取っている。

第27図　来住Ｉ遺跡(R11-6 )道路予定地測量図
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第28図　Ｔ３の配石遺構

凡例

Ｗ＝砥石として使用された河原石
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(1) 遺　 構

ア　旧河川(小野川の鳥足流)の流れ

図第28図に見られるＲ-１は前述の北岸部に流れをかっては持っていた鳥足流の小川で、

Ｒ-１は来住Ⅲ遺跡より蛇行しながら来住Ⅱ遺跡の北岸部を経て来住Ｉ遺跡に流路をもって

いる。地形は東高西低の地形で、No.133の来住Ⅲ遺跡では1.4m 、No.130の来住Ⅱ遺跡では１.２

ｍのＶ字状の川巾の(流に対して)No.120～121の来住Ｉ遺跡では、川幅は広く扇状化し、極端

に浅い流れとなり中流の状態となっている。図第29～31図に示めす、遺構図の微コンターは

Ｘ２・３・４と、Ｙの２・３・４においてよく示している。北端部を流れるＶ字状のＲ-１

の流れに対して、中心杭N0.126～No.129地点は来調査地区ではあるが、図第28図地形図に見る

Ｒの流れは蟠流しているものと推測される。

第29図　Ｋ-0地点の地層断面図

Ｋ-0地点断面と試料採集地点及び検出数値

試　 料　 番　 地 ュ ナ ギ　　　オモダ カ ホタル イ イバラ モ コゴメガヤツリ

orカヤツリグサ

中
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1652
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100
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０

０

０

０

前

期

SP-X －3(  7 層)

SP  －X7－4(  8 層)

91

2

７

２

０

０

０

０

０

０
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イ　水田遺構

R11-6地点で特に強調すべきものに水田遺構がある。水田遺構としての木栅 及び、矢板

的な遺構は見られなかったが、図第28・30図に見るＫ -１・Ｋ -２に、わずかに畦畔 と見ら

れる断面図Ｅ～Ｅ´とＢ～Ｂ´がある。 さらにＴ-１・Ｔ-２・Ｔ-３に断面図Ｃ～Ｃ´で見

聞できる。水止めと、畦を共有する遺構を検出した。断面図Ｃ ～Ｃ´ におけるＴ -３の配布遺構

は、２段に積み上げられた人頭大の河原石を中心に粘土でもってつ き固められており、水をたた

えるための遺構と理解した。図版に見える配石群中には、合計80個の研摩面を持っ河原石と、石包

丁の破損した欠損遺物を数点発見している。 Ｔ -２ ・Ｔ-１においても同様の発見をしているが、

Ｔ -３における発見数値を下回っている。　さらにＲ -１の小川の左岸

位置にＫ-0の凹地を検出することができた。この凹地は、現在の耕作面 より８層の層序に

分類ができたが、地層断面図第30図に見る。層序の内より、土壤内部に残された植物遺体( 

(植物の種子) の分析を行い、また同様にＫ -１・Ｋ -２地点に(層序に)おいても水田遺構と

しての植物遺体の検出を見た。

第30図　来住Ｉ遺跡( R11-6)の遺構全面測量図と断面図
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第31図　来住Ｉ遺跡(R11-6 ）の遺構微コンター実測図
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(ア)　Ｋ－0の遺構

第29図のＹ-６地点Ａ～Ａ´断面図に示す位置で、Ｋ-0地点はＸ-６～Ｘ-８の範囲に

ある。第28図はさらに拡大した部分断面図である。層序５～６層からは弥生中期の土器片を

７～８層からは弥生前期後葉の土器片を検出している。両文化層からは、試料中より水田雑

草であるコナギの種子をそれぞれ検出している。なかでも第５層の検出粒数は他層より急激

に増加している。また第８層から第５層においては湿田雑草の種子は検出されておらず、開

田当初より、弥生中期の時期にかけては、今日の水田(春田)とはかなり様相を異にしていた

ことが立証される。

断面図第31図において見られた、試料採集地点No.11-2(第４層)は水田雑草のコナギはも

とより、オモダカ・ホタルイの類も検出されていない。雑草の分析から見れば水田利用地と

は考えられない一時期があったと推定される。第３層弥生後期の土器片を伴出する層序から

第32図　Ｙ-３のＮＳトレンチ断面及び資料採集地点

Ｙ-3のＮＳトレンチ断面及び試料採集地点
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は、水田雑草が検出された。第２層の羽土層(試料地点No.13)においても第４層と同様に水田

耕作土壤とは理解されず、明らかに第１層の耕作地面に対する床地と見られ、水田地の改良

工事の所産であり、２か所でこの床土を掘削して排水(暗キョ排水)を行なっていた。さらに

第３層においては湿田雑草の種子を検出できたことにより、当地域は第４層の堆積以後に湿

田化が進行したとも考えられ、小野川の泥濫により、Ｒ-１の流水口の閉鎖による、湿田化

の進行と見るべきであろう。

(2) 出土遺物

ア　弥生式土器　　　　第33図　壺形土器実測図
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(ア) 壺形土器

第33図の１・２・３・４・５～１４は壺の口頸部である。　１は、口縁と頸部の境にわずかに

段をもつ比較的大形の口頸部破片で、下方は扁球形の胴部が接合するものとみられる。胎土

には、長石・石英の粗粒を含み、灰褐色で焼成は良好である。外面は箆研摩がたて方向にほ

どこされ、外反する口縁内部はナデによる調整がなされ、頸部内壁は横方向の箆研摩が見ら

れる。口唇端部には１条の凹線をめぐらし、凹線に直交する刻目が施文されている。頸部に

描き沈線を５条と10条の２段に施文をほどこしている。　２は大きく外反する口縁部で、胎

土は精良で茶褐色を呈し、頸部は箆研摩の跡を明瞭に残している。箆研摩は外面を縦方向に

おこない、内面は口縁部分を横ナデ調整で仕上げ、頸部以下は細かい横方向の研摩がなされ

ている。口唇端部は斜格子目文が施文されている。　３は、はりのある胴部から短かく直立し

た頸部に続き小さく外反した口縁部を持つ土器片で、口唇端面に１条の凹線がある。胎土は

精良であるが１と同様に、長石、石英粒を含む灰褐色で焼成はよい。外内面とも箆研摩がお

こなわれ、特に頸部に強く残っている。頸部に５条・胴部に５条の箆描き沈線がある。４は

口縁部片である。頸部より漏斗状に開いた口縁にコの字形のはめ込み凸帯をめぐらし、口縁

内部を箆削り調整後横ナデ仕上となっている。口縁部の下部は断面台状突帯となっているが

付着面に１条の指圧痕が明瞭に残っている。(コ)の字状のはめ込み突帯により、口縁部は肥厚

し、口唇端面にパラペットを造り出している。この口唇端面に交叉する箆描文が施文されて

いる。

５～９は頸部より急激に外反(濡斗状)する口縁部を造り出し、その口縁端にはそれぞれ内

弯し重複する口縁帯(複合口縁)をコの字状の突帯９や重ね継ぎの５・６・７・８とがある。

また頸部にはり付け突帯を付する(６・７)と突帯をもたない(５・９)がある。これらは、第

４様式に含まれる土器群で、胎土は赤褐色で精良された焼成はよい。口縁内部は７では櫛描

き調整とナデ調整を併用するのに対して、その他はナデ調整仕上げとなっている。外面は櫛

描調整の５・９・７に対して櫛描調整痕をわずかに残しナデ仕上となっている。口縁部外面

に波状文を施す５・８・９がある。11は胴頸部の破片であるが、肩ばりの大きい丈高の壺形

土器に属する破片と見られる。頸部はゆるやかに外反し、１条の断面三角突帯を付けている。

突帯部には、植物種子(センダン)による押圧文が施されている。肩部から頸部にかけて８歯

の櫛状施文具による波状文を施し、その波状文を狭み上・下段に５～６条の疑似凹線でもっ

て区画施文を行なっている。胎土は灰褐色で石英、長石(0.3mm) 程度の粗粘を含むが、焼成

はより、外面一帯に細かいきれつがみられ、内面は黒褐色である。12は、口頸部で第５様式

に含められる。胎土は精良され黒褐色である。10は無頸の壺形土器で、頸部を1/4 円孤でも 

って載断され口縁部を造り出している。肩部は胴部の最大径(15cm)を持ち、横描きの櫛目調

整により口縁に至る。肩部から平底の底部にかけて縦方向の櫛描調整となっている。器高は

15cmの平底45cmの器である。(図版20図21図参照)
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（ｲ）深鉢形土器

深鉢形土器として13がある。口縁径11cm器高12cm、平底で３ｃｍを計る。胎土は粗粒子をわ

ずかに含み、焼成は良好である。口縁を横ナデする他は縦方向の櫛描き調整仕上げを施して

いる｡外面に対し内面部は、口縁部に継手の圧痕を残した横ナデ調整が肩部から頸部付近は横

に櫛描き成形を、肩部から底部にかけては箆削り成形痕が残っている。外面の中央部に煤が

付着している。

（ウ）蓋形土器

16は甕形土器の蓋で、口径22cm器高9cmを計る。口縁内部は横方向の櫛横成形で、他は

箆研摩で仕上げられ、外面は縦方向の櫛描き成形されている。胎土は精良で焼成も良好で

暗褐色を呈する。15は口径9.3cm器高６cmの小形の箆形土器である。櫛描き成形で仕上ら

れている。

　　　　　　　(エ) 高坏形土器

17は高杯形土器の杯部で口径8.3cm の小形の土器である。口縁部が外反し外面に１条の凹

線をめぐらしている。内部は箆研摩がほどこされ、口縁下部に１条の凹線をめぐらす。

（オ）土器底部

18～33はR 11-6 における底部である。18は基底部に２条の凹線をまわし、さに凹線内に

竹管文を施したものである。25・27・28は甕形土器の底部と推定される。

（カ)壺形土器の文様

１は頸部と胴部にそれぞれ２条の突帯、２は縦方向に２条と胴部に１条のはり付け突帯を

めぐらしている。3・9・10・12は口縁部で10は口縁下部にて孔を穿っており土鍋形土器で

第34図　壺形土器の拓本
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あろう。外面に煤が付着している。　４・５は削り出し凸帯である。　５は３条のはり付け突帯

に４条の箆描き沈線、８は２条のはり付け突帯に５条の箆描 き沈線、13 は６条の箆描沈線に２条の

はり付け突帯、突帯上端面に種子圧痕が明瞭に残っている。この土器に共通手法とし

ては14・17が含まれる。19は胴部破片であるが、貝殻の口唇部を利用して三条に条の鋸歯方

を、３区画では、鋸歯文をふしている。

(キ) 甕形土器

口縁の上端に平坦面をつくるもの２、３、４、５)と、そうでないもの(1 、6 、7、8、9、10、 

11､12､13､14､15､16､18) とがある。　さらに口縁端面に刻目を有するもの(1 、３、４、５、６、７、

８､１６)、頸部に箆描沈線をもつものと、もたないもの12 とに分けられる。　また箆描沈線の上

部や、中央部と下部に刺突による列点文を施すものと竹管文を施す(13 、14) とがある。これ

らの土器はいずれも胎土は黒褐色で粗い砂粒を多量に含み、外面にはハケによる調整痕がわ

ずかに残っている。口径より見れば20 ～26cmのもの(1 、2、11､13､14､17､18)、13～17cmのも

の(3、4、5、7、8、6、9､10､12､19､20)とに分かれる。口縁端面に刻目を施す技法は二者に

共通している。　また頸部の箆描沈線や刺突文においても共通した施文技法である。口径より分類を

みた２群の内、前者の(13､14､18) と後者の12とは他の土器群 と比べ時代的に異なるも

のである。14の胎土は精良で黄褐色を呈し、内面は箆磨研を施している。外面では剝離が全

面に見られ、箆描沈線及び刺突文をわずかに残しているにすぎない。 13は胎土は14と同様で

あるが、口縁部は大 きく外反し口唇端 を箆 研摩をした後に箆による斜格子目文を施している。

頸部の箆描沈線文の上段・下段の凹線部に竹管文を施文している。12は、わずかにはりのあ

る胴部を直立させ、その上端部に断面三角突帯をはり付けて口縁部を造り出している。口縁

部のはり付けは、竹櫛による細間隔の彫りの深い擦痕が施されている。 12･13･ 14･18･ 19の土

器以外は、ほぼ同時期か、わずかの時間差を有する程度の土器類であろう。13～17cmの口径

にある土器群は、等しく、口縁外部から沈線部分にかけて、煤が付着しており、また沈線部

分の下端部から胴部付近に熱による剝離面が見られる。これらの甕形形土器は甑として使用

されたものと推定される。前・後者ともに確定した底部の発見はなく、壺形土器と伴出する

底部からして、平底の底部であろう。　また復元による器高推定値は、前者は20～26cm内外で

後者は13～17cm内外と推定される大小２形態の甕形土器として分類される。 17は口径の分類

では前者に含まれる口頸部の破片である。胴張のある頸部より急に外方に開 き内 弯した口縁

部である。頸部とは縁部の接合面に２条の凸帯をそ立凸帯上端面を箆先により斜向の刻目を

反復させて施文している。胎土は精良 で石英粒子も細かい、焼成もよく灰褐色である。
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第35図　甕形土器実測図
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イ　石　器　　 図第36図　 図版15

来住Ｉ遺跡（R11-6）における石器類の出土には、石斧、石 包丁、砥石を中心に、若干の

石鏃及び石棒類の出土を見ている。

（ア） 石　 斧

１は石核を利用した利器で、全面を研摩し刃部の研摩は両面よりほどこされ、蛤形の刃部

３

４

２

５

第36図　石器実測図
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を造り出している。斧頭部には、打痕がみられ、斧身の断面厚は、斧頭部より1/3 地点で最

大厚(3.7cm)となり、2/3付近で刃部の研摩がほどこされている。刃部の最大幅(6.2cm) が、

利器の最大幅である。石質はハンレイ岩で全長9.4cmである。２・３は刃部の他は欠損し不

明であるが、２は大型の石斧で刃部の研摩は１より鈍く造り出されている。刃先に使用痕が

残っている。３は１に類似する刃部で刃先に使用痕あり、２・３の石質は緑泥片岩である。

４は斧身を四角柱に研摩し片面のみの刃部を造り出した鑿形石斧である。　５は扁平な石材

を利用した利器で頸頂部より８cm付近に浅い抉りを造り出す外は、ほとんど自然石のままで

あるが、抉り付近と、先端の刃部の背面部には研摩が見られ、明らかに作業痕を残しており

刃部の使用による剝離が背部に流れた使用痕である。石器の利用目的は耕作的機能を持つも

のと推定される。石質は緑泥片岩である。全長20cm幅7.5cm厚さ３cm。

(ｲ) 砥　石　第37図

砥石は図37の１･２・３の他に、水田跡の水止めの配石遺構図28図に示す場所で80数個の

一面ないしは二面に研磨を残す砂岩及び砂岩質の砥石が発見された。これらはこぶし大の自

然石をはじめ、頭身大の河原石を利用したもので、砥石の周辺部には石包丁の破損品が散在

していた。　１は砥部の陶土石を利用した伊予砥(後世の)である。1/2が欠損しているが、研摩

面の形から石斧を研摩したものである。　２は乳棒状の砂岩で八面体の研摩面を持っている。

乳棒の先端部は刺突痕があり使用痕と見るべきであろう。乳棒状のやゝ中央部付近に弱い凹

地が横方向に帯条に２～３条認められる３は、砂岩質の小型の砥石で４面に研摩面を他に先

端部にノミ状の研摩面を有している。使用目的は明確でないが砥石の項で扱っておいた。

(ウ) 打石と凹石　第37図

たたき石として４・５がある。　２個とも打撃による無数の使用痕を残している。　４は凹み

石で扁平な中央部に円形の打撃面を残している。また左右の尖端部には、すり痕と打げき痕

とが残っており、多目的に使用されたものと考えられる。石質は砂岩である。

(エ) 石　鏃　　第37図

２個検出されている。　７は赤色チャートを素材に作られたもので無茎で２等辺三角形のも
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第37図　砥石・その他石器実測図
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ので復元長5.5cm幅2.0cmと頁岩を利用した抉入基部の石鏃、最大長3.5cm幅2.5cm (復元長)が

ある。　８は両面に大削離面を残しているのに対して２は、削離面は認められない。

(オ) 紡錘車　第37図の９

本遺物は土器の破片を再加工したもので径５ｃｍの器厚0.5cm穿孔径0.3cmのものである。

(カ)剝片器物　第37図

10は砂岩の自然石を縦方向に半載し、背部に打痕が残っているが、刃部は研摩されている。 

11は、サヌカイトの亜種質の石材を利用した大剝離片を再利用した小さな剝離が両面に残され

ている。使用目的は不明である。共に第６層より出土していることから、石包丁にみられる初

期的段階のものとも考えられる。12は緑泥片岩をカマボコ状に調整しているものであるが破損

品であり欠損部を含め用途不明。13は乳棒状の破損遺物で棒状端面には平坦な研摩面が残され

ている。 使用目的は不明である。

(キ) 石包丁　　図第38図　　図版15・17・18・19図

完形品・未完成品の他に多数の破損品及び細片を採集した。その中で共通性のあるもの、

また１部において異質性を発見できたものを図化したものである。

５・６・７はいずれも横に細長い扁平な自然石を素材に、刃部の部分は研摩をほどこしてあ

る。刃身部分は僅かに研摩をほどこしている。3・8･10は扁平な自然石を素材に後背部と両

端部は打ち欠ぎ小さく打製調整をするもの３・８と、打ち欠ぎの後研摩調整をほどこした10が

ある。内身部の研摩は５・６・７と共通する。刃部はいずれもよく研摩されている。9・12は

扁平な自然石を素材に、背部は打製による調整をほどこし、刃身部は前者同様の研摩の後刃

部は入念な研摩により仕上げられている。刃身の両端部は打ち欠いた後にレンズ状に小さく

打痕が連続して糸巻状の形態を作りだしている。1･11は9･12の刃身部両端部の抉り込みが

顕著にほどこされている。刃部を１では研摩により仕上げているが、11は大きく剝離調整を

ほどこした後、刃部の先端を一方向より細かく剝離調整の打痕を連続させている。11の石質

はチャート(赤色)を利用している。両面に大剝離面を残し、刃身部の両端部は共に抉り込み

の調整となっているが、基部の計測値は3.5cmに対して2.2cmと異なり、器表に残る剝離調整

痕尖頸器に共通するものである。刃身端の狭まりの合致点は9～13cmに求めることができる。

この数値は石鏃もしくは石鎗の全長身値に似る。このことより二次的な改良器具か、製作過

程で破損し再加工調整したものとも推定される。また後述される水田跡等からして、石包丁

の初期段階を示すものと考える。穿孔を有する遺物においても１個のものと２個を穿ってい

るものとがあり、１個のもの５・６・７は破損による残欠部であるため即断しかねるが、全

体的な刃身的位置から１個と判断をし、8･10･2・ 4は２個の穿孔がほどこされている。穴は穿
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第38図　石包丁実測図

孔具で両面より穿ち、刺穿具で穿孔部を調整されているもの２・４・５・６・７･１０と､刺突具の

みで孔を穿っている２の第二次的 な穴がある。２に見る穿孔手法の異なりから時間的な差異

を感じさす。作業能率を高めるための再加工 とみるべきではなかろうか。８は完全に製作過

程中にある遺物である。おおよその器形を打製手法により造り出した後に、刺突具による穿

孔が行われている。両孔共に未完成の穴である。２・８に見る穿孔手法からして、刺突具の

みによる穿孔が、穿孔具以前に実施された穿孔法であると推定される。また刃部の造り出し

方法においても３形式がある。１つは、すべて打製による形式。２つは、刃部の先端部を薬

研状に研摩したノミ状のもの10･11･13･14と、刃身部より厚味を減じながら内湾して刃部先端

部に至り、片面のみ鋭角な研摩によるノミ状の刃部端面を造り出すものとがある。
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ウ　木器片

加工材として２点の遺物が採集された。出土地点は１は溝状遺構内で２は水田跡内の旧小

川内より出土した。１は柾目の杉材を利用しており1/4の残欠遺物であろう。耳部の造り出

しからして盆の１部とも推測される。２は１と同様に1/4程度残欠遺物であり、器物名称は

不明であるが、木口は完全に両面より切断され、断面中央部に稜を造り出している。耳は底

面より傾斜して削られている。製作中もしくは使用中に亀裂を見たため、亀裂防止のために

桜皮による補強がなされている。使用目的は不明であるが補修方法を知る好資料といえる。

第39図　木器実測図

５　来住Ⅱ遺跡(R11-7　道路予定地図の中心杭No.129～No.131)

来住Ⅱ遺跡は三好賢三氏の宅地を中心とした約2000㎡である。宅地化された約1,000㎡は

地表面は削除され正土による表土となっており、遺構面は完全に検出不可能の状態であっ

た。宅地の北面の裏木戸付近にわずかにＲ-１の遺構を確認できた。これにより来住Ⅲ遺跡よ

り来住Ｉ遺跡の発掘区で遺構検出をみているＲ-１への流路を結ぶことができた。想定図第41

図。
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(1) 遺　構

Ｒ-１の川幅は中心杭No.130～131地点にまで、ある時期において幅を増して流路を取った

ものと推定される。No.130付近の地山（青灰色粘土層）は侵食による緩傾斜となっており、台

地下を西流する灌漑用水路はＲ-１の流路をたどる溝を流れており、来住Ｉ遺跡南部位置で

検出されたＲの流れは、このＲ-１の肩部を流れる鳥足状の支流となっており、Ｒ-１の侵

食による地高差はＡ地点とＢ地点において比高はＡより－45cmとなっている。全測図（第41

図）

（2）掘立柱建物跡（第40図）

第40図　掘立柱建物跡実測図
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R11-7で検出された建物跡は、すくなくとも中世以上にはさかのぼることはないであろう

と推定される。建物は、掘立柱方式による柱穴が、柱間150cmと110cmを基準とする建物跡

と柱間150×50×150×150cmに100～110cmの柱間を取る建物が重復した柱間で､おそらく建て

替えを行なった遺構と見ている。さらに建物の北側には40-50cmの間隔を取った柱穴列が発

見された。北側の柱列の柱穴の深度は、断面図に見られるように、最北端の柱穴深度は20～

50cmであるが、内側の柱穴では不規則でありしかも浅くなっている。東側面の柱穴は断面図

に示すように25～30cmとほぼ一定した柱穴深度となっている。以上のことから柱穴群を２群

に分類をこころみた。

図40のＫ群柱穴の柱間長は東西で60×150×150cm、南北で105～110cm間距離となって柱間

の統一が見られる。 ＫＭの柱間長は東西で150×150×50×150cm南北では､北より100×110× 

110×110cmと統一された柱間となる。前述の最北端の柱列のパターンを見ると、Ｋ群では、

西より、第１、第５、第９、第10が深度をもつ柱穴となり、角柱、棟持柱としての性格が見られ

る。また東側の柱間が、第１柱第２柱の柱間が60cmであることから庇のある建物が考えられ

る。ＫＭでは中央部の柱穴も大きくしかも柱間50cmで南北に棟をもったＫの建物より拡大さ

れた建物が考えられる。東側の柱間は150cmであるが､西側の１間に対し２間となっているこ

とから、Ｋ同様に東側に庇を持つ建物が考えられる。北側に検出された浅い溝がある。溝は

西角も東角も南へ90°に折れていることより、Ｋ建物の雨落ちの溝であろう。ＫＭについて

は、検出されなかったが、現在の小川と畦とにより消滅した可能性が大きい。この雨落ちか

ら見れば切妻とは考えられず、ＫＭでもＫを踏襲した建物となっていると推測される。　しか

し併出する遺物はなく時代は不明であるが、南面のＡ面に続く水田地を調査することにより

明らかにされよう。
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第41図 来住Ⅱ遺跡（R11-7）全面実測図
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６　来住Ⅲ遺跡（R11-8　道路予定図中心杭No.132～134)

来住Ⅰ遺跡か来住Ⅲ遺跡は松山市来住町の洪積台地の下部に広がる扇状地形の沖積地域で

ある。同地点より北方200mには、白鳳期から平安時代にまたがる廃寺 跡があり、松山市にお

ける古代の中心地ともいえる地域である。しかもこの地域一帯は古くより、石鏃や弥生前期

の土器片を多数採集している地域でもある。 発掘地点は、現在は完全なる春田であり、発掘

地点の東部付近は年中湧水が多く、特に旱魃 の年においても湧水がありと伝承されている、

゛米一升水一升〟の泉がある。この泉の地点より更に－30cm地点を約100㎡を発掘調査した。

第42図　来住Ⅱ・Ⅲ遺跡(R11-７・８）道路予定地測量図

　　　　（1）遺構と層序

全測図第43図に見る発掘区は終日ポンプアップを必要とする地点であり、発掘に難行した

が、R11-8 を湧水源とする、Ｒ-１の旧河床を検出することができた。断面図第44図の第
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８層は、浅海性の砂岩を含む淡黄色のシルト層で-140地点では､湧水がはげしく、地盤面は

泥弱で無遺物層であった。第７層は植物遺体をはじめ、弥生式土器片等を多量に包含する灰

褐色のシルト層となっている。６層は赤褐色のシルト層で明らかに流水による汚染層であり

砂質のシルト層となっているが第５層との接する地点にはミンチ状の土器片が検出された。

第５層は中期の弥生式土器を数点検出した灰褐色の有機物層であるがＷより19m地点～29m

地点での層序にわずかな相異を認めながら、同一層序に含めて記入した｡(19m地点より東部

は粘性度をます地層)｡第４層は砂質の有機物層で布目瓦や土師器、弥生後期の土器片を検出

した。第３層は、暗い茶色の有機物を包む地層で、特に植物の地下茎を多数検出した。第２

層は羽土層で、土地改良による客土を含む床土となっている。第１層は耕作土である。

第43図　来住Ⅲ遺跡(R11-8)断面図
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（2）出土遺物

ア　植物遺体

地層断面図に示す、試料採取地No.8より小麦の種子が検出され、第５層の地点では畑作を

行なっていたことが推定される。また第７層における土壤が汚染されず植物遺体等を含む

堆積層序から見て、Ｒ-１の流れがかなり水量のある小川であったとみるべきであろう。

イ 土 器

前述の第４層から布目瓦の細片が出土しているが、廃寺の瓦である。共伴する土師式土器

弥生後期の土器の３者が、混在しており、しかも磨粍がはげしく、ミンチ状をしていること

は、台状部の土地改良及び、農地拡張にともなう放棄場所とも理解される。報告書では第７

層出土の土器を中心においた。

第44図　来住Ⅲ遺跡（Ｒ11-８）全面実測図
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（ア）甕形土器

１～４は逆Ｌ字口縁に口縁端部には、刻目文を施し、口縁下部には凹線を５条～11条をめ

ぐらしている。箆描き沈線の下端部に１条の刺突文をめぐらすもの３・４と２条をめぐらす

ものがある。胎土はいずれも粗粒（石英、長石) 0.5～0.3mmを多量に含み、暗褐色であり、３ 

・４には煤が付着している。5は甕形土器の胴部より底部にかけての遺物で平底でよく箆に

よる研摩成形が、縦方向におこなわれている。細分については１-４の口縁部の成形に相異

点がわずかながら見られる。口縁部を折り曲げ、上端面を平坦に保つもの４、折り曲げた後

口縁内部をつまみ出し、口縁上端面を指先でなで成形をほどこし、ややくぼみを作り出した

１、口縁部を折りまげ、口縁内部を箆切りするもの（面取り）２、口縁端部がはね上がり、口

縁が内傾する３とがある。

（ｲ）壺形土器

１～５に示めす、口頸部片を主体とする出土遺物である。１は胴張りの強い壺形土器で、

頸でよくしばられ、わずかに立ち上がり、外反して口縁部を作り出している。頸には６条の

箆描き沈線がほどこされている。胎土は精良で灰褐色の良好な焼成となっている。これは、

わずかな頸部の立ち上がりの後急に外反して口縁部を作る。口縁内部に蓋形土器をおく。受

部がつけられている。頸部には５条の箆描沈線がめぐらされている。器形の成形は、箆研摩

による細めの調整がおかれている。　３は、漏斗状の口縁部で、口縁内部に４条の断面三角形

のはりつけ凸帯があり、突帯の稜線には、刺目がほどこされ、注口を作り出している。上端

部の突帯にはワラビ形のはり付け突帯となっている。

4は短かい直立する頸部から逆Ｌ字状に外反して口縁部を造り出し、口唇部は外傾する口

唇端面にカマボコ状に３条の凸帯を箆研摩により成形している。内部は口唇部の粘土帯のは

り付け痕がわずかに残り有段をなしている。内外面共に箆研摩がなされている。胎土は精良

で焼成もよく、粒子はほとんど含まれていない。赤褐色である。内面はやや暗い。

５は、胴張りのある壺で、頸部で急激にすぼまり、短かい頸部に外反する口縁部をつくり

だしている。　４と同様に口唇端は斜につまみ下げられ、口唇端面はカマボコ状の凹凸を、口

縁部は丸くおさめ、内部に横ナデによる、疑凹帯を造りだしている。内部は、ヘラ研摩に対

　　　　し、外表面は縦走行の櫛描きとなっている。６は漏斗状の口縁部の口唇端を反外させた口縁

部で、外面に２条の三角突帯をはりつけている。胎土は茶褐色で、粒子を微量にふくむ。

7 ～25は壺の底部片である。平底となったものに7 ､8、10､11､15～17がある。やや揚底とな

るものに9､13､14､19､18､24がある｡基底部の内壁に補強と形成のために粘土を補充するものに

15､14､23がある。底部の外周辺に指圧痕を残す８と箆研摩をほどこす14等があげられる。
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第45図　来住Ⅲ遺跡 (R11-8）土器実測図
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（ウ） 高坏形土器　第45図

高坏形土器の脚部の出土品で、全体に重量感のある、胎土厚は1.2cm

と厚手で、裾部はよく開き、凹線を一条めぐらしている。脚部の坏 付

近でしぼりが内部にみられ、中位付近で指先による横ナデが見られる。

外面は箆摩研をほどこしている。脚部を沈線でもって２区画し、それ

ぞれに鋸歯状文を施こしている。
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 Ⅲ  植 物 性 遺 体

一般 国道11号松 山東 道路関係遺 跡 から 出土 し た、植物 性遺体につい て

京都 薬科大 学※1 梅本　 光一 郎

筆者はこれ までにも数 度、松山 市内に埋蔵 する遺 跡の発掘 調査に参加す る機 会に恵 まれた

ことがあ るが、そのつど考古学 と自然科学 との協 同性 の大切 さを通感 させ られて きた。

今 回調査 にあ たった一般国道11号 松山東道 路関 係遺 跡の場 合 もや はりそうである。 考古学

と自然科学 とは異質 な面 も多い と思 う が、例 えば石器 、木器等の物的証 拠をも とに事 象を探

究し ていこう とす る考古学 の指向性 は、 まさ に自然科学 の指向 性 と一脈通じるところのもの

である。従って両者間には互いに理解し合える面をも多分に有しているように思われる。考

古学 と自然科学 の協 力はよ りよい結 果を生 む場 合の 多い ことだけ は確 かである。今 回 も一般

国道11号 松山東道 路関係 遺 跡の調 査から、松 山市で は弥 生前期からす でに水田 稲作が始 まっ

てい たこ と、 さらに弥生中 期にはパン コム ギ作 りが行 われて、こ れは日本最古 のパ ンコム ギ

栽培 であっ たことなどの新事実 が次々 と究 明され得 たの も、森光 晴氏（松 山市教育委員会指

導主 事） をはじめ 、多 くの考古学 者から の強力 な支援 があっ たからこ そである。ともあ れ、

今後 とも考古学者 といろい ろな分野の自然科学 者 との間におけ る協力関係 が一 層深 まらんこ

とを切望 す る次第であ る。

さて、一般国道11号松山東道路関係遺跡における自然科学的調査は植物性遺物、特に種実

の探索 にその主目 を置いて実施し た。植物 の種実 は、そ の埋 没条件さ えよけ れば、意外 と長

年 月にわたって土中 に遺存 してい るものであ る。従 って 、これらの種実 を土中 よ り検出 、同

定す れば、古代 の植生等 をか なり正確 に知 るこ ともで きる。

古来 、植物 と人間とは深い かかわり合い があ って、衣 食住に密 接 な関係 がある。 なかで も

食は人間の生 命を推 持してい く上 において不可 欠要素 となる もの であ るが故 に、人間 の生 活

とは一 層 緊密 な関係 にある。 こ のことは、逆 に古代 人の食生活 を調 べれば、古代人 の生 活様

式 の一端 を探 り出すこ とが可能 なこと を意味 してい る。文 化 とい う語 のルー ツが そもそも耕

作(Culture)にあ るこ とから もわかるとお り、食にあって はとりわけ米を産す るイ ネ、また

はム ギなどは多 くの人間 の生 活を支え、文 化を生 み出す源 ともなるので、古代におけ る稲作

等の有無 の調 査は極め て大切 なものであ る。

とこ ろが、やっ かい なこ とに栽 培植物 という のは たい ていその種実 が脱落 しに くい かま た

は脱落し ない もの が選 ばれ、し か もそ の種 実 は大切 な食糧 とし て収 穫されてし まうので、耕

作地に遺留しているというケースは極めて少ない。このためにその種実を検出できない場合

が多い。　しかし雑 草種 子 ならば、 その生育 地（ 耕作地 ）に大抵 その まま遺存 してい る。 従っ

て種実 の検索 は、大 抵の場合 、雑草種子 が その主 な目標 と なる。 例えば 、コナ ギとい う雑 草
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種子が検出されれば水田遺構の存在が、さらにこのコナギとともにホタルイ、ハリイ、スブ

タなどが同時に出土すれば湿田稲作が、またコナギ、タカサブロウ、コゴメカヤツリ、カヤ

ツリグサが多数出土すれば乾田稲作が、これにさらにスズメノカタビラなどが同時に検出さ

れれば、イネの後にムギなどの裏作が行われていたということの判明することが、笠原安夫

博士（岡山大学名誉教授）らによって明らかにされている。人間にとって有害無益と思われ

がちな雑草種子も、実はこのようにして我々に有益な情報をもたらしてくれるのである。

次に一般国道11号松山東道路関係遺跡から出土した種子類について報告する。

１ 調査方法

土塊よりの植物性遺体の検出、同定の方法についての詳細は、古照遺跡資料編(1972)を

参照していただき、ここでは手順を簡単に記しておくことにとどめる。

適当量の土塊を水の入ったビーカー内に入れ、２～３日間そのまま静置しておくか、また

は毛筆等の柔らかいものでゆっくりと攪きまぜ、ガーゼを敷いた金網上に注ぎ、実体顕微鏡

下で小石、種子等を注意深く分別していく。種の同定の際には、用に望 んで筆者考案の生物

組織低温プラズマ灰化法や走査型電子顕微鏡を併用する。

なお、雑草種子中最も重要な検索目標の一つとなるコナギ種子は、長さ0.9～1.Ommと極め

て小さくて見失う場合が多く、また縦についている７～９本の狭い翼条も、古い年代層から

出土したものになってくると、たいていそのほとんどが消失しているか、残っていても極め

てわずかであったり、さらに種子 そのものの形が土の重さによってかなり変形してしまって

いるといった状態なので、コナギ種子の検出、同定には多少の経験が要求される。

※1　Location:Misasagi Yamashina-ku,Kyoto.
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２　結果と考察

表１　一般国道11号松山東道路関係遺跡からの出土種子の種類とその粒数
※ １

来住Ｉ遺跡の弥生前期、中期および来住Ⅱ遺跡の弥生中期の各年代層から典型的水田雑草

であるコナギ種子の多くが検出されたことからみて、当骸遺跡の弥生前期、中期の各層に水

田遺構が存在していたことは明白である。 また来住Ｉ遺跡からは１粒も出土しなかった田畑

共通雑草のコゴメカヤツリ（ｏｒ　カヤツリグサ）が来住Ⅱ遺跡から少数ではあるが検出でき

たことは注目に値する。　というのは、まず表１を見ると分かるように来住Ⅲ遺跡からは炭化

したパンコムギ以外、種子類は全 く何も検出されていない。これは来住Ⅲ遺跡が畑地である

からで、畑地のようなところでは、通常、埋土種子は炭化でもしていない限り、分解し消失

してしまうからである。すなわち来住Ⅱ遺跡は来住Ｉ遺跡の水田（湿田）と来住Ⅲ遺跡の畑

との両性状をもったところではないかと推定されることである。このことは、地高差か来住

Ｉ遺跡＜来住Ⅱ遺跡＜来住Ⅲ遺跡であることからも強く支持される。※3恐らく来住Ⅱ遺

跡では乾田形態が存在していたものと思 われる。

いずれにしても、イネ作り、パンコムギ作りが期を同じくして行われていた上に、さらに

乾田の存在が高い確率で推定されることから考えてみると、松山ではすでに弥生時代にはか

なり高い農耕文化があったのかもしれない。　またパンコムギの松山への伝播ルートを探索す

ることは大変重要と思 われる。このルートの解明は、まぼろしの古代国家、邪馬台国の所在

地を探り出す糸口となるかもしれないからである。

※ 1　 供試土量  200～１kgについて調査したものを供試土量1kgあたりに換算した値

※ 2　 供試土量  200ｇにおける粒数

※ 3 　地高差については、本報告書に森光晴氏の詳細な説明があるので参照されたい。
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表2　一般国道11号松山東道路関係遺跡からの出土種子の種類とその粒類
※ １

来住Ⅵ遺跡(弥生前期)窪田Ⅱ遺跡(奈良時代)

No.1             No.2 N0.1             N0.2

※ ２

コ ナ ギ　　　　　　 2　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　―

タ ガ ラ シ 極めて多数 極めて多数　　　　　―　　　　　　　　　―

※ ３

ヤナギタデ　　　　　　　　　 4　　　　　　　 　―　　　　 　　　 ―　　　　　　　 ―

カ ラ ス ノ エ ン ド ウ　　　　　　―　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　 ―　　　　　　　　 　―　

イ ヌ ホ ウ ズ キ　　　　　　―　　　　　　 15　　　　　　　　　 ―　　　　　　　　　―

※ ４

タデ ＳＰ 　　　　　 4　　　　　　  　―　　　　 　　　 ―　　　　　　　 ―

コ ゴ メカ ヤ ツ リ 　 4　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　―

クグ カ ヤ ツリ　　

―

― 4　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　―

※ ５ 4 

※ ６

ォ ヘ ビ イ チ ゴ

キ ラ ン ソ ウ 　　　　 ―

―　　　　　　　　　 ―　　　　　　　　　―

1　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　―

カ ナ ム グ ラ 　　　　 2 ―　　　　　　　　　 ―　　　　　　　　　―

カ モ ジ グ サSP　    4 

※ ７

ヤ マ ブ ド ウ 2 

ア カ ザ 　　　　  10

―　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　―

―　　　　　　　　　 ―　　　　　　　　　―

―　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　―

エビズ ル 　　　     　　    2 1 ―　　　　　　　 ―　

カ ジ ノ キ   　　　　　　 10 

―

―

※ ８

カ ラ ム シ　　　　　　

マ タ タ ビ　　　　　　

イ ヌ コ ウ ジ ュ ―

ノ ブ ド ウ 　　　　 6

―　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　―

1　　　　　　　　　 ―　　　　　  　　　―

1　　　　　　　　　 ―　　　　　  　　　―

1　　　　　　　　　 ―　　　　　  　　　―

― 　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　―

イネ科　　　　　　　　 多数   ― 　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　―

※1　供試土量lkg あたりに換算した値　 ※2　水田雑草　※3   畑雑草　※

※4　田畑共通雑草　 ※5　畦畔雑草　 ※6　人里・畑共通雑草   ※7　利用植物

※8　人里・野性植物

　　　３ ま　 と　 め

　　今回の調査によって、松山市では弥生前期すでに水田稲作の存在していたことが判明した。

　　しかし、古代における米の反収は現在に比してはるかに低いものであったであろうことは

　　疑う余地がなかろう。笠原安夫博士らは、弥生時代における米の反収を一応８斗以下と推定

 　している。

　一方、弥生前期、中期はその気候が現在もりもやや冷涼であったと推定されている。　とこ

　　ろが渡部忠世博士（京都大学教授）ら多数の学者の研究から明らかにされているように、イ

　　ネはもともと東南アジアの熱帯地方で生まれたものである。加えて、古代のイネが現在のイ

　　ネのように耐寒性等の点ですでに品種改良されていたものであったとはとうてい考えられな

 　いので、冷涼な気候の下ではその成育 も恐らくままにならなかったのではないかと思 われる。

すなわち弥生前期、中期における米の反収は、かなり低い状態であったとも考えられる。
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従って、弥生時代の米の依存度は多分50 ％以下ではなかったかと思 われる。　しかし松山の弥

生人は、この米の不足分を主にパンコムギ作りでカバーしていたと考えられる。弥生中期層

からパンコムギ粒が検出されたが、このコムギはイネとは違って冷涼、乾燥に強く、弥生時

代 のコムギ作りはその収穫 がある程度補償されたものであったと思われる。 また、今回の調

査では検出し得なかったのであるが、パンコムギ作りが行なわれていたということから考え

て、恐らくマメ、その他の畑作物類 も栽培されていた可能性が十分にある。してみると、米

やムギ、その他の雑穀類、さらに当然行われていたであろう漁労、狩猟からの獲物をも加え

合わせれば、かなり多くの人口を養い得る量の食糧となる。このことと、松山市内における

これまでの遺跡の発掘調査結果とも合わせ考えると、筆者の大担な推定かもしれないが、松

山市内のどこかに“古代伊予王国”なるものが存在していた可能性があるように思われる。

松山市内における今後の遺跡調査に大いに期待したいと思う。
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図版特１　 一般国道11号松山東道路来住遺跡からの出土植物種子

コムギ（出土 弥生中期）

１日盛：１mm

コナギ（出土．弥生前期）

１日盛：１mm
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図版特２　 一般国道11 号松山東道路来住遺跡からの出土植物種子

コナギ（現生）

コナギ

弥生前期

走査型電子顕微鏡像×720
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図版１　　前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)発掘状況と遺構

Ｒ11-2Ａ区

発掘全景

Ｒ11-2Ｂ区

掘立柱建物址

同上柱穴の状況
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図版２　 前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)遺物の出土状況　１

１

１.墨書土器

３.同上土器出土状況

２.人形出土状況

４.人形出土状況
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図版３　 前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)遺物出土状況　２

１

１．土錘出土状況

２．川岸の枕列

３. 枕打 ちの状況

４.川岸の状況

南面より撮映

３ ↑
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図版４  　前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)遺物出土状況　３

１

１.　石鏃の出土状況

２. 木盆片の出土状況

３. 人形の出土状況

４. 桶底板の出土状況

３
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図版５　 前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)遺物出土状況 　４

１

１.杭の打ちこみ

２.建物址Ｂ区

１の柱穴

３.人形出土状況

４.木簡片の出土状況

３ ↑
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図版6　前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)出土遺物　1

１

１′

２ ２′

３

3′

４

４′

５
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図版７　前川Ｉ遺跡(Ｒ11-2)出土遺物　２

１

１

人形

１

２

３

４

１ ． 木 簡　　  2. 3. 削りかけ　　　   4.5.6. 人形
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図版８　前川Ⅱ遺跡(Ｒ11-3)発掘状況

竪穴式住居跡

　R11-1の

土器出土状況
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図版９　前川Ⅱ遺跡(Ｒ11-3)遺構　１

Ｒ11-3A区全景

竪穴式住居跡

Ｒ11-1

平地式住居跡
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図版10　前川Ⅱ遺跡(Ｒ11-3)遺構　２

 土壙墓No.1

ＰＤ-2出土

竪穴式住居跡

ＰＤ-2

竪穴式住居跡

ＰＤ-3
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図版11　前川Ⅱ遺跡(Ｒ11-3)出土遺物

３

１

２
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図版12　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)配石遺構
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図版13　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)水田土止の遺構

上．

弥生前・中期の

土器を伴出した

Ａ１の水田

下．

同水田の試料採

集地点と層序
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図版14　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)配石遺構

　上．Ｔ３の配石遺構

中．除石後の石包丁

　　　出土状況

下．水田面への水

はり状況
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図版15　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)遺物　１

石包丁

石斧

石包丁 石包丁

石核　砥石 石包丁
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図版16  来住Ｉ遺跡(R12-6)遺物 ２

石包丁の表面（研磨度から）

同上石包丁の裏面（規格１cm）
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図版17　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)遺物　３

１

２

３

１．石包丁

２．３石鏃
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図版18　来住Ⅱ遺跡(Ｒ11-6)遺物　４

１
2

５
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1.2.3.6.石包丁 4.5叩き石

６

４

３



図版19  来住Ｉ遺跡(R11-6)遺物 ５

　上．口縁部内部凸帯

　中．石包丁の叩きに

よる穿孔

　下．ノミ状の石斧
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図版20　来住Ｉ遺跡(R 11-6)遺物　６

147

Ｒ11-6にて出土した

弥生土器片のいろい

ろ



図版21　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)遺物　７

１

３

２

５

紡錘車

6
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図版22　来住Ｉ遺跡(Ｒ11-6)遺物出土状況

２

３

１

１．土器出土状況

２．木器片出土状況

３．桜皮で補強をほ

どこした木器片
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図版23 来住Ⅱ遺跡(R11-7)発掘状況と遺構

R11-7発掘地点より

R11-6の遠望

R11-713区に検出

された掘立柱建物

跡

同上建物跡

北側の柱列と

雨落ちの状況
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図版24　来住Ⅲ遺跡(Ｒ11-8)発掘状況

　発掘区全景

出土遺物と出土状況

 発掘区の発掘状況
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図 版25　 文 様　 １

胴体部につけられた

凸帯文様

頸部の凸帯文様

頸部の凸帯文様
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図版26　文様　 ２

櫛描沈線平歯

の櫛による

施文

   同様施文具

による施文

ヘラ描沈線
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図版27　 文様　３

調整後の櫛描沈線

で上下にある刺文

とは同一施文具と

考えられる

154



図版28　文様　 ４

櫛描沈線

刷毛調整後

櫛描沈線

櫛描沈線
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