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例 言

1 本報告書は平成3 年度に実施した愛媛県今治市小泉字三島地に所在する黒田遺跡の発掘

調査報告書である。この遺跡は、遺跡台帳では｢旧日高中学校遺跡｣となっているが、発掘

調査にあたり、今治市教育委員会と協議を行い小字をとり｢黒田遺跡｣とすることとした。

2 調査は、愛媛県立今治南高等学校の委託を受けて、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査セン

ターが行った。調査に際しては愛媛県立今治南高等学校日高農場の協力を得た。

3 本報告書の遺構全測図は1/100、遺物実測図は土器が1/3、石器が1/2、遺構平・

断面図は1/50である。

4 本報告書の遺構の略称は次のとおりである。

SD 溝状遺構

SK 土坑

5 発掘調査及び報告書の作成は次の職員が行った。

発掘調査

藤原 幸 愛媛県教育委員会文化財保護課 教育専門員

岡田敏彦 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター主任調査員

報告書作成

岡田敏彦 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター主任調査員

村上幸一 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員

6 本遺跡の調査区内のグリッド杭には、高宮測量設計に委託して国家座標を取り付けた。

7 土器の洗浄･注記･図面トレース等の整理作業は担当調査員の指導のもとに川井ナツ子・

徳永一行・児山珠美・篠沢昌子・田中玲子・畑瀬小夜子・藤田益美・米岡道子・野津真理

子・後藤愛美・平尾真津恵諸氏が行った。また、土器実測・編年作業は柴田昌児調査員・

石器実測では多田仁調査員の協力を得た。

8 本報告書の遺物写真は村上が担当した。

9 本報告書の執筆・編集は岡田が担当した。
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第1章　　調査の経緯と経過

愛媛県立今治南高等学校（以下、南高と言う。）は、日高農場にある特別教棟と温室の建

て替えを行うことになり、建設工事にさきがけ、平成3年9月12日に愛媛県教育委員会（以

下、県教委と言う。）によって埋蔵文化財の確認調査が行われた。その結果、発掘調査を行

い記録保存をはかることとなった。

確認調査の結果をもとに、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター（以下、埋文セン

ターと言う。）は、今治南高等学校より委託を受けて発掘調査を行うこととなり、平成3年

10月1日に契約を行い14日から30日まで現場作業を実施し、平成4年度に報告書作成などの

整理作業を実施した。

第1図 調査区位置図
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第2 章 遺跡の位置と環境

第1節 地 理 的 環 境

本遺跡の所在する今治市は、愛媛県中央部で北側に大きく突出した高縄半島の東部に位置

しており、北側から反時計まわりに越智郡波方町・同郡大西町・同郡玉川町・同郡朝倉村・

東予市と市境を接している。市域は高縄半島東部及び来島・小島・馬島・比岐島・平市島な

どの中部瀬戸内海の燧灘にうかぶ島々で形成されている。

本遺跡の地図上の位置は東経132 °58′55″・北緯34°2′45″の交差する付近である。

高縄半島東部の市域は、北側・西側・南側を山に取り囲まれた南北に細長い平野部である。

この平野部は、高縄半島を形成している領家帯花崗岩の風化土を蒼社川・頓田川の二つの河

川が流し出して堆積したものである。特に、蒼社川は、玉川町谷口付近を頂点とした「扇状

地性氾濫原」と、この氾濫原に続く下流の「三角州性低地」を形成しており、今回調査を実

施した黒田遺跡は、蒼社川左岸の旧堤防上に立地している。

第2節 歴史 的環境

今治平野には弥生時代を代表する多くの遺跡があり、特に弥生時代土器形式の指標となる

阿方貝塚（前期中葉）・片山貝塚（前期後半）・中寺遺跡（中期中葉）・犬塚遺跡（後期後

半）などの代表的な遺跡が本遺跡の周辺に立地している。これらの遺跡については「愛媛県

史 資料編 考古」や一般国道196号今治道路の発掘調査報告書に詳しく記載されている。

本遺跡は片山貝塚・山路下平遺跡のある丘陵の東側にあり、一般国道196号今治道路の発

掘調査で中世の井戸や建物・塀を検出した片山内福間遺跡の南600mに位置している。遺跡

分布の多い今治平野の中では蒼社川左岸の本遺跡の所在する地域はあまり遺跡の分布の無

いところであったが、近年、今治市教育委員会が実施した「今治市内遺跡詳細分布調査第2

次 乃万・日高」においても周辺の水田から弥生土器や中世の土師器などが広範囲で見つ

かっており、聞き取り調査でも住宅の建て替えなどで砂層から完形の弥生土器が見つかっ

ている。今回調査を実施した今治南高等学校の日高農場内でも本館の建て替え時（昭和43

年）に弥生時代中期初頭の壺形土器が出土している。

参考文献

愛媛県史 資料編 考古

一般国道196号今治道路埋蔵文化財調査報告書Ⅰ・Ⅱ 

今治市内遺跡詳細分布調査第2次 乃万・日高
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1 阿方貝塚

2 平山遺跡

3 片山遺跡

4 片山貝塚

5 山路下平遺跡

6 片山古墳群

7 片山内福間遺跡

8 三島神社古墳群

9 いこい松遺跡群

10 八町遺跡1 ～7 調査区

11 八町遺跡8 調査区

12 中寺廃寺

13 中寺遺跡

14 石中寺境内遺跡

15 馬之烝遺跡

16 四村遺跡

17 黒田遺跡

第2図 周辺の遺跡分布図
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第3章 遺跡の概要

本遺跡は日高農場の敷地内にあり、今回の調

査は特別教棟と温室の建築による調査のため、

特別教棟建築場所を第Ⅰ調査区、温室建築場所

を第Ⅱ調査区として調査を実施した。

調査地の標高は12.5ｍで遺構検出面は11.5ｍ

から11.9ｍの範囲である。

本遺跡の基本土層は、確認調査等から判断し

て第Ⅰ層が茶褐色土の旧耕作土で直接遺物包含

層の黒色土に接している。今回の発掘調査では、

旧日高中学校のレンガ積みの校舎の基礎や、日 第3図 基本土層図

第4図 第Ⅰ調査区全測図
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高農場の加工場や家畜舎の基礎などの建て替え等により、遺構面直上まで攪乱を受け、部分

的に第Ⅰ層または客土のマサ土が、遺構の掘り込まれている灰茶褐色砂層に直に接している

所も見られた。灰茶褐色砂層に掘り込まれた各遺構内には第Ⅰ調査区で黒色の砂層が入り、

第Ⅱ調査区で茶褐色の砂層が入っている。

今回の調査では、第Ⅰ調査区で土坑墓19基（内1基は石詰式土坑墓）、土坑9基、溝状遺

構1条を検出し、第Ⅱ調査区では土坑3基、溝状遺構1条を検出した。

第Ⅰ調査区で検出した土坑墓は調査区の南側に集中しており、ほとんどのものが切り合っ

た状態である。調査区全体から見ると土坑墓の集中する部分はやや高くなっている部分で自

然堤防の先端部のような状態になっている。

第Ⅱ調査区は、第Ⅰ調査区より攪乱がひどく遺構面に校舎の基礎が入り、また、旧の学校

当時のゴミ捨て用の穴もあるなど検出遺構・遺物の時期・性格を判断できる状態ではなかっ

た。

第1節 第Ⅰ調査区の遺構と遺物

1 土坑墓

第1号土坑墓

土坑墓群の中央部分、D-4区を中

心にD-3区にかけて位置している。

主軸方向はほぼ東西を指向し、規模は

主軸方向で210㎝、短軸方向で125㎝、

深さは40㎝である。掘り込み上面の平面形

は長方形を呈し、床面は平坦である。掘り

込みの東側短辺に2個、隅に

それぞれ1個、西側短辺の北隅に2個、

南隅に1個の円礫が置かれ、この円礫

によって囲まれた範囲は長軸155㎝、短

軸60㎝である。長軸方向の西側床面に

は直径25㎝の範囲に赤色顔料が遺存し

ている。（図中スクリーントーンの部分）

第5図 第Ⅰ調査区第1号土坑墓平・断面図
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第6図 第Ⅰ調査区第2号土坑墓平・断面図

第2号土坑墓

第1号土坑墓の西50㎝、C・D-3

区に位置している。主軸方向はN75°E、

規模は主軸方向で140㎝、短軸方向で90㎝、

深さは40㎝である。掘り込み上面の平面

形は卵型を呈し、床面はほぼ平坦で

ある。掘り込みの南半分は第3・4・

10・11 号土坑墓と切り合っている。掘

り込み上面には礫群がある。

1は安定のある平底からフットボー

ル状の胴部に鋭く「く」字状に外反す

る口縁部を持つ壺形土器で、胴部最大

径は器高の1/2より低い部分にある。

口縁部は端部をやや肥厚している。胴部外

面はヘラ磨きとなり、無紋である。

底部を欠損している。2は貼り付け高

台の底部から内湾しながら立ち上がる

胴部が粘土紐の接合部で剝離したもの

である。

第7図 第Ⅰ調査区第2号土坑墓出土遺物

6



第3号土坑墓

第1・2号土坑墓に挟まれ、D-3・4区に位置している。主軸方向はN65°E、規模は主

軸方向で145㎝、短軸方向で60㎝、深さは40㎝である。掘り込み上面の平面形は卵型を呈し、

掘り込み上面には礫群があり、床面はゆるやかな弧を描いている。掘り込みは東側部分で本

来の深さを保っているが、その他は各土坑墓と切り合っている。

第8図 第Ⅰ調査区第3号

  土坑墓上層集石平・断面図
第9図 第Ⅰ調査区第3号土坑墓平・断面図

第4号土坑墓

第2・9号土坑墓に挟まれ、D-3区に位

置している。主軸方向はN33°W、規模は主軸

方向で155㎝、短軸方向で115㎝、深さは40㎝

である。掘り込み上面の平面形は短辺が丸み

を帯びた長方形を呈し、床面はゆるやかな弧

を描いている。掘り込みは北側部分で本来の
第10図　第Ⅰ調査区

深さを保っているが、その他は各土坑墓と切
第4号土坑墓出土遺物

り合っている。

3は上げ底状の底部の破片でゆるやかに内湾しながら立ち上がる胴部が僅かに残ってい

るものである。

第5号土坑墓

土坑墓群の中心、D-3区に位置している。主軸方向はN66°E、規模は主軸方向で165㎝、

短軸方向で115㎝、深さは50㎝である。掘り込み上面の平面形は卵型を呈し、床面はゆるや

かな弧を描き、西側の法面が急で東側はゆるやかになっている。掘り込みは南側から西側

にかけて本来の深さを保っているが、その他は各土坑墓と切り合っている。

7



第11図 第Ⅰ調査区第4号土坑墓平・断面図

4

5

第13図　第Ⅰ調査区第5号土坑墓出土遺物

第12図　第Ⅰ調査区第5号土坑墓平・断面図

6

第14図 第Ⅰ調査区第6号土坑墓出土遺物
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第15図 第Ⅰ調査区第6号土坑墓平・断面図 第16図　第Ⅰ調査区第7号土坑墓平・断面図

4 はやや上げ底状になった底部にフットボール状の胴部にゆるやかに外反する口縁部を持

つ壺形土器で、胴部はヘラ磨きとなり、無紋である。下胴部に焼成後の穿孔がある。底部の

割れ口における観察では円盤充塡 で底部を作った後、胴部との間を粘土紐で埋めてい

る。5は甕形土器の口縁部破片で断面三角形の小さな口縁端部の外面下方に6条のヘラ描き

沈線が施されている。

第6号土坑墓

第5号土坑墓の西に隣接し、D-3区に位置している。主軸方向はN34°E、規模は主軸方向

で115㎝、短軸方向で90㎝、深さは40㎝である。掘り込み上面の平面形は短辺の丸みを帯び

た長方形を呈し、床面はゆるやかな弧を描き、北東部が最も深くなっている。掘り込みは

南側から西側にかけて本来の深さを保っている。

6は漏斗状に拡がる壺形土器の口縁部破片で、頸部には断面三角形の2条の突帯があり、

口縁部端部は肥厚し端面はやや凹んでいる。

第7号土坑墓

第5号土坑墓の南1m、D-3区に位置している。主軸方向はN60°E、規模は主軸方向で

135㎝、短軸方向で110㎝、深さは45㎝である。掘り込み上面の平面形は不整円形を呈し、

床面はゆるやかな弧を描き、舟底状を呈している。法面は南西部から急に掘り込まれ北東

部がゆるやかになっている。掘り込みは南側から西側にかけて本来の深さを保っている。

9



第8号土坑墓

第7号土坑墓の東に隣接し、D-3区に位置している。

主軸方向はN68°E、規模は主軸方向で100㎝、短軸方向

で検出幅50㎝、深さは20㎝である。掘り込み上面の平面

形は円形を呈し、床面はゆるやかな弧を描いている。掘

り込みは南西側で水路工事により、切られている。

第17図 第Ⅰ調査区第8 号

土坑墓平・断面図

第9号土坑墓

第4・18号土坑墓に挟まれ、D-3区に位置し

ている。主軸方向はほぼ南北を指向し、規模は主

軸方向で220㎝、短軸方向で検出幅90㎝、深さは35㎝

である。掘り込み上面の平面形は長円形を呈して

いたと推定できる。床面はほぼ平坦である。周辺

部は各土坑墓と切り合っている。

7は安定のある底部に卵形の胴部、ラッパ状に

広がる口縁部を持つ壺形土器である。胴部最大径

の部分から上胴部、頸部、口縁部内外はヘラ描き・

竹管による施紋及び円形浮紋によって装飾されて

いる。施紋具はヘラ・小型の竹管・刺突用具の3

種類を使用し、円形浮紋は胴部のものが時計廻り

に5個・5個・4個・4個・6個・5個、頸部の

ものが時計廻りに6個・6個・6個・5個となっ

ている。頸部ではこの4組によって分かれた部分

に縦方向の2列の小型の竹管による施紋が施され

ている。口縁部内面の円形浮紋の間には1個から

3個の小型の竹管による施紋が施されている。ヘ

ラ描きによる格子目の施紋部分に焼成後の小さな

穿孔がある。8は頸部から口縁部にかけてゆるや

かに外反する壺形土器で頸部に削り出しの突帯3

条が施されている。9・10 は甕形土器の口縁部破

片で、9はゆるやかに外反し、10は口縁部に粘土

紐を貼り付けたような状態である。11は蓋形土器

と考えられるもので天井部は丁寧にヘラによって

磨かれている。

第18図

第Ⅰ調査区第9号土坑墓平・断面図
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9

10

7

11

8

第19図　第Ⅰ調査区第9号土坑墓出土遺物 
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第10号土坑墓

第1・5号土坑墓に挟まれ、 

D-3区に位置している。主

軸方向はN52°E、規模は主軸

方向で100㎝、短軸方向で検出

幅80㎝、深さは45㎝である。

掘り込みは南側だけが本来の形

態を残しており、その他は

各土坑墓と切り合っている。

床面は弧を描いており、舟底

状を呈している。

12は安定した底部にゆるや

かに内湾しながら立ち上がる

胴部の先端に粘土紐を貼り付

け口縁部としている甕形土器

である。口縁部直下には2個

一組の穿孔が対角線上に二組

あけられ、この穿孔に直交す

る部分に焼成後の穿孔がある。 

13は掘り込み上面で出土した

もので漏斗状に広がる壺形土

器の口縁部で内面に櫛描 きに

よる斜格子紋が施されている。

第20図 第Ⅰ調査区第10・11号土坑墓平・断面図

第11号土坑墓

第3・5号土坑墓に挟まれ、D-3区に位置している。主軸方向はN45°E、規模は主軸方

向で検出長65㎝、短軸方向で検出幅50㎝、深さは40㎝である。すべての面で各土坑墓と切

り合っている。床面において第10号土坑墓との間に僅かな高まりがあることから別の土坑

墓と判断したものである。

14は脚付き鉢形土器で上げ底の底部から内湾しながら垂直に近く立ち上がる体部の先端

がさらに内湾して口縁部となっている。体部外面には竹管による2 列の施紋の上下に3本一

組の櫛描き沈線が上に3組、下に5組施されている。15はヘラ描き沈線7条の上下に1列の刺

突紋を施した壺形土器の胴部破片である。

12



12

13

第21図 第Ⅰ調査区第10号土坑墓出土遺物

14

第22図 第Ⅰ調査区第11号土坑墓出土遺物
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第12号土坑墓

第1号土坑墓の南東1ｍ、

D-4区に位置している。

主軸方向はN80°W、規模は

主軸方向で155㎝、短軸方向

で140㎝、深さは40㎝である。

今回検出した土坑墓のうち

唯一他の土坑墓との切り合

いの無いものであるが、掘

り込みの東半分が後世の攪

乱をうけている。掘り込み

上面には礫群があり、法面

は途中で一旦傾斜が変わっ

ている。床面はゆるやかに

弧を描いている。

16はやや上げ底状の安定

した底部に球形の胴部と漏

斗状に広がる口縁部を持つ

壺形土器である。口縁部端

部は肥厚し端面は凹んでい

る。頸部には断面三角形の

突帯が2条あり、その下の

上胴部に8条の櫛描き沈線、

2条一組の斜格子紋、さら

に8条の櫛描き沈線が施さ

れ、口縁部内面にも2条一

組の斜格子紋が施されてい

る。胴張部には焼成後の穿

孔がある。17～19は安定の

ある壺形土器の底部破片で

ある。

第23図 第Ⅰ調査区第12号土坑墓上層集石平・断面図

第24図 第Ⅰ調査区第12号土坑墓平・断面図
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17

18

16

19

第25図 第Ⅰ調査区第12号土坑墓出土遺物

第13号土坑墓

第12号土坑墓の南西2ｍ、

E-4区に位置している。

主軸方向はN81°W、規模は

主軸方向で110㎝、短軸方向

で105㎝、深さは40㎝である。

掘り込み上面の平面形は不

整円形で東側の法面が急で

西側はゆるやかとなり、床

面は弧を描いている。

第26図　第Ⅰ調査区第13号土坑墓平・断面図
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第14号土坑墓

第13号土坑墓の南側に隣接し、E-4区に位置している。主軸方向はN76°W、規模は主軸

方向で110㎝、短軸方向で90㎝、深さは40㎝である。掘り込み上面には礫群があり、法面は

第27図　第Ⅰ調査区第14号土坑墓上層集石平・断面図

第28図 第Ⅰ調査区第14・16 号土坑墓平・断面図
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21

20

第29図　第Ⅰ調査区第14号土坑墓出土遺物

西側で垂直に近く、床面はゆるやかに弧を描いている。平面形は第16号土坑墓などと切り合っ

ているため不明である。掘り込み上面には礫群がある。

20はやや上げ底状の安定した底部に球形の胴部と朝顔状に広がる口縁部を持つ壺形土器で

ある。口縁部端部は肥厚し端面は凹み上面は水平になっている。頸部には断面三角形の突

帯が1条あり、上胴部に2列の刺突紋が施されている。この刺突紋のある部分の上方に焼成

後の穿孔がある。21はヘラ描き沈線と1条の突帯を持つ壺形土器の胴部破片である。

第15号土坑墓

第13号土坑墓の東に隣接し、E-4区に位置している。主軸方向はN86°E、規模は主軸

方向で130㎝、短軸方向で110㎝、深さは15㎝である。掘り込み上面の平面形は長円形を呈し、

極めてゆるやかである。床面はゆるやかに弧を描いている。

22は安定のある平底の壺形土器の底部破片である。

第16号土坑墓

第14号土坑墓の東に隣接し、E-4区に位置している。主軸方向はN57°E、規模は主軸方向

で検出長80㎝、短軸方向で90㎝、深さは30㎝である。掘り込みの西側で第14号土坑墓と切

り合っているため、全体像は不明である。床面は舟底状を呈している。
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23はやや上げ底状安定の

ある底部にフットボール状

の胴部とゆるやかに「く」

字状に外反する口縁部を持

つ壺形土器で無紋である。

口縁部端部は丸みを帯びて

おり、胴部最張部と上胴部

に焼成後の穿孔がある。

第17号土坑墓

第14・16号土坑墓の南に

隣接し、E-4区に位置し

ている。遺構の大半は調査

区外にあるため全体像は不

明であるが、検出した部分

23

第30図　第Ⅰ調査区第15号土坑墓平・断面図

22

第31図 第Ⅰ調査区

第15号土坑墓出土遺物

第33図 第Ⅰ調査区

第17号土坑墓平・断面図

第32図　第Ⅰ調査区第16号土坑墓出土遺物
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の規模は主軸方向で80㎝、短軸方向で30㎝、深さは35㎝である。掘り込みは明瞭ですり鉢状

を呈している。

第18号土坑墓

第9号土坑墓の西に隣接し、D-3区に位置している。主軸方向はN12°E、規模は主軸方

向で検出長130㎝、短軸方向で検出幅90㎝、深さは30㎝である。遺構の西半分は調査区外

にあるため、全体像は不明であるが、掘り込み上面の平面形は隅丸の方形と考えられる。

法面は北側が急で南側がゆるやかとなっている。掘り込み上面には礫群がある。

第34図 第Ⅰ調査区

第18号土坑墓上層集石平・断面図

第35図　第Ⅰ調査区

第18号土坑墓平・断面図

第19号土坑墓

第7号土坑墓の南2ｍ、E-3区に位置している。

主軸方向はN5°E、規模は主軸方向で検出長90㎝、

短軸方向で70㎝、深さは15㎝である。遺構の南半分

は調査区外にあるため、全体像は不明であるが、掘

り込み上面の平面形は長円形と考えられ、法面は極

めてゆるやかである。

2 土坑
第36図 第Ⅰ調査区

第1号土坑 第19号土坑墓平・断面図

調査区の北東端、C-6 区に位置している。主軸方向はN41°E、規模は主軸方向で200㎝、

短軸方向で170㎝、深さは15㎝である。掘り込みは明瞭で上面の平面形は歪な卵型を呈し、床

面はほぼ平坦である。
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第2号土坑

第1号土坑の北に隣接し、

B-6区に位置している。

主軸方向はN6°E、規模は

主軸方向で140㎝、短軸方向

で115㎝、深さは40㎝である。

掘り込みは明瞭で上面の平

面形は不整形で南側の法面

がややゆるやかである。床

面は中央部がやや深 くなっ

ている。

第3号土坑
第37図　第Ⅰ調査区第1号土坑平・断面図

第12号土坑墓の南に隣接し、

D・E-4区に位置している。

主軸方向はN20°E、規模は主

軸方向で170㎝、短軸方向で165㎝、深さは25㎝である。

掘り込みは明瞭で掘り込み上面の平面形は北側におい

て後世の攪乱を受けてはいるか、円形と考えられる。

床面は平坦である。

24は甕形土器の口縁部破片である。断面三角形の口

縁部には刻み目があり、外面には2条のヘラ描き沈線

が施されている。

第4号土坑 第38図 第Ⅰ調査区第2号土坑平・断面図

検出遺構の北端、第2号土坑の北西3ｍ、A・B-5区に位置している。主軸方向はN77 °

W、規模は主軸方向で210㎝、短軸方向で175㎝、深さは55㎝である。掘り込み上面には後世

の攪乱部分があり、この攪乱部分を掘削後検出したものである。掘り込みは東側からゆるや

かに掘り込まれ､西側で明瞭な立ち上りを示している。床面は中央部が最 も深くなっている。

多くの土器片が出土したものであるが上面で攪乱を受けているため明確に本遺構からの出

土としえるものは少なくなる。

25は安定のある底部にフットボール状の胴部と漏斗状に広がる口縁部を持つ壺形土器で無

紋である。胴部はヘラ磨きで下胴部に焼成後の穿孔がある。

石鏃とスクレーパーも出土している。
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24

第39図　第Ⅰ調査区第3号土坑平・断面図

第40図

第Ⅰ調査区第3号土坑出土遺物

第5号土坑

第4号土坑の南西7m、C-4 区に位置している。主軸方向はN20°E、規模は主軸方向で

150㎝、短軸方向で120㎝、深さは30㎝である。掘り込み上面の平面形は長円形を呈し、床

面は舟底状となっている。掘り込みの南で第1号溝状遺構と切り合っている。

26は胴部最張部に櫛描き沈線と突帯を持つ壺形土器の胴部破片である。27は安定のある壺

形土器の底部破片である。

第6号土坑

第15号土坑墓の東に隣接し、E-4区に位置している。主軸方向はN39°E、規模は主軸

方向で70㎝、短軸方向で55㎝、深さは20㎝である。掘り込み上面の平面形は長円形で掘り

込みはすり鉢状を呈している。

第7号土坑

第4号土坑の南西4m、B-4 区に位置している。掘り込みの半分が調査区外のため全体

像は不明であるが、規模は検出した部分で長軸方向は95㎝、短軸方向で40㎝、深さは20㎝で
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第41図 第Ⅰ調査区第4号

土坑平・断面図

第42図　第Ⅰ調査区第4号土坑出土遺物
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第43図　第Ⅰ調査区第5号土坑・第1号溝状遺構平・断面図

26

第44図　第Ⅰ調査区第5号土坑出土遺物

23

27



第45図　第Ⅰ調査区第6号土坑平・断面図　　第46図　第Ⅰ調査区第7号土坑平・断面図

ある。掘り込みは明瞭で床面は平坦である。

第8号土坑

第7号土坑の南西1ｍ、B-4区に位置している。主軸方向はN50°W、規模は主軸方向で

検出長70㎝、短軸方向で70㎝、深さは20㎝である。床面の平面形は円形を呈しているが、

掘り込み上面は調査区外に拡がっているため形状は不明である。掘り込みは明瞭で床面は

平坦である。

第9号土坑

第8号土坑の南東1ｍ、C-4 区に位置している。主軸方向はN15°E、規模は主軸方向で

95㎝、短軸方向で80㎝、深さは15㎝である。掘り込み上面の平面形は円形で掘り込みは明

瞭である。床面はゆるやかな弧を描いている。

第47図 第Ⅰ調査区第8号土坑平・断面図

第48図 第Ⅰ調査区第9号土坑平・断面図
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3　溝状遺構

第1号溝状遺構

後世の攪乱等のため一部

のみの検出ではあるが、土

坑墓群のある高台の北側で

土坑墓群を取り囲むような

状態で検出したものである。 

C-4区に位置し、N87°E

からN65°Wの方位で湾曲し

ている。検出長は330㎝、幅

は西側で80㎝、東側で45㎝、

深さは西側で20㎝、東側で

10㎝である。深さの差は掘

り込み上面が傾斜している

ためで床面はほぼ水平であ

る。
28

28はフットボール状の胴

部にラッパ状に広がる口縁 第49図　第Ⅰ調査区第1号溝状遺構出土遺物

部を持つ壺形土器である。

頸部に圧痕紋のある突帯と口縁部内面に注ぎ口のある突帯をもち、上胴部から口縁部直下ま

で櫛描きの平行沈線と山形紋が施されている。山形紋は口縁部内面の突帯の上方にもあり、

口縁部端面にはヘラ描きの山形の刻み目が施されている。

4 その他の遺物

弥生土器・有孔円盤

29は第4号土坑の西側から出土したものでやや上げ底状の底部にフットボール状の胴部と

直線的に外傾する口縁部を持つ壺形土器で無紋である。口縁部は歪んでいる。30は器種不明

のもので上下とも器壁が延びていた痕跡はない。31は安定のある壺形土器の底部破片である。 

32は胴部最長部に突帯を持つ壺形土器の胴部破片である。33・34は有孔円盤であるが、33は

製作時から有孔円盤として作られたもので中心に穿孔し、対角線状に刻み目の入ったもので

ある。34は土器の体部破片を再利用したもので中央部に穿孔している。

25



30

29
31

33
3432

第50図　第Ⅰ調査区出土のその他の遺物
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第2節　第Ⅱ調査区の遺構と遺物

第51図　第Ⅱ調査区全測図

1 土坑

第1号土坑

第Ⅱ調査区の中央部、G

-1区に位置している。主

軸方向はN10°W、規模は主

軸方向で200㎝、短軸方向で

110㎝、深さは25㎝である。

掘り込み上面の平面形は南

側の短辺が丸みを帯びた長

方形で、法面 も明瞭である。

床面はゆるやかに湾曲して

いる。

第2号土坑

第1号土坑の北3ｍ、F

-1区に位置している。主

軸方向はN43°E、規模は主

軸方向で210㎝、短軸方向
第52図　第Ⅱ調査区第1号土坑平・断面図
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で120cm、深さは45cmである。掘り込み上面の平面形は西側が突出した長円形で、法面はゆる

やかで床面は舟底状を呈している

第53図第Ⅱ調査区

第2号土坑平・断面図

第54図第Ⅱ調査区第3号土坑平・断面図

第55図第Ⅱ調査区第1号溝状遺構平・断面図

➨�ྕᅵᆙ

第2号土坑の北に近接し、F-1区に位置している。主軸方向はN73°E、規模は主軸方向

で140cm、短軸方向で95cm、深さは10㎝である。掘り込み上面の平面形は西側のとがった卵

型で、法面はゆるやかで床面は舟底状を呈している。他の2基の土坑に比して掘り込みの浅い

ものである。

-28-



2 溝状遺構

第1号溝状遺構

調査区の中央部を横切る状態でF-2区からH-1区にかけて検出したものである。中間

部分にかなりの攪乱部分があるが検出部分の規模は、東側で幅120cm、深さ30㎝、西側で幅100cm、

深さ20㎝である。弧を描く掘り込みの頂点部分は幅50cm、深さ25cmと最も狭くなっている。

法面の状況も両端はゆるやかであるが幅の狭い部分は「U」字状になっている。溝全体の湾

曲は直径9=の弧である。

3 その他の遺物

弥生土器

35は漏斗状に広がる壺形土器の口縁部破片である。頸部には浅い沈線があり、口縁部端面

には綾杉状の刻み目を施している。

埴輪

36は埴輪の底部破片であるが外面に刷毛目とともに縦方向の突帯があることから円筒埴輪

ではなく形象埴輪の一部とも考えられる。

35

36

37

38

第56図第Ⅱ調査区出土のその他の遺物
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須恵器

37・38は有蓋坏である。37 は蓋で天井部は歪んでおり、口縁部は垂直に折れている。38 は

身で高台を持つ底部に直線的に立ち上がる口縁部を持ち端部は尖がりぎみである。

第3節　　石器

調査区全体で石鏃5点とスクレイーパー1点が出土しすべてサヌカイト製である。石鏃は

すべて基部にえぐりの有る形態である。スクレイーパーは長軸の両辺に刃部を施している。

1 2 3 4

5

6

第57図 調査区出土の石器

石器計測 [単位 cm,ｇ]

␒ ྕ ฟ ᅵ ᆅ Ⅼ 㧗 ࡉ ᖜ ཌ  㔜 ࡉ

1 Ⅰ調 査 区下 層 2.1 1.6 0.4 1.0

2 SKD4 1.8 1.5 0.4 0.6

3 Ⅱ 調査 区 2.1 1.3 0.3 0.5

4 SKO4 1.8 1.4 0.4 0.5

5 表採 1.9 1.4 0.3 0.7

6 SKO4 3.2 4.7 0.9 12.3
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調査地出土土器観察表
口 径 色調（外 ・ 内 ）手法的特微 （上段 ： 外面 下段 ： 内面）

番号 器 種 出土 位置 （ 底 ）
胎 土

器 高 口 頚 部 体 部 底 部 そ の 他

第2号土坑墓 12.0 ナデ・ヨコミガキ タテミガキ 暗褐色弥生土器
1 石英・長石が目 立つ

壺
（6.9）

（28.0） ヨコミガキ・押捺 シボリ・タテミガキ ＊ 孔の有無不明

弥生土器 6.6 黄赤褐色2 ［9.1］壺 粘土接合部で剝離 荒い

弥生土器 第4号土抗墓 ［7.0］ ナデ 褐色 、黒班・ 黄赤褐色3 （3.5）壺 石英が目 立つ 密

弥生土器 第5号土場墓 13.9 ナデ・ヨコミガキ タテミガキ タテミガキ 淡赤褐 色・淡褐色
4 壺 8.7

33.1 ミガキ・シボリのちナデ ヨコミガキ・押捺
石英・長石が多い
黒班

弥生土器 貼り付け口縁 淡茶褐色5
甕 （3.7） 石英・長石を含む
弥生土器 第6号土場墓 ミガキ13.26 暗黄褐色
壺 （5.0） ミガキ やや粗

14.4 ヨコミガ キ ヨコミガキ
7

弥生土器 第9 号土場墓
壺 7.3

タテミガキ 暗灰褐色・淡褐色
石英・長石が 多い

36.7 ヨコミガキ・ タテミガキ ヨコミガキ・シボリのち押捺 押捺
弥生 土器 黄灰色一部謀付着8
壺

［15.0］ ハケ 削り出し突帯3 条

（6.0） ヨコナデ

弥生 土器 タテハケのちナデ
9

甕 4.3

弥生土器

淡黄赤褐色
石英散在・長石有り･雲母若干

灰褐色､黒班･灰黄褐色10 6.4甕
6.5弥生土器

貼り付け口縁・ヨコミガキ
ヨコナデ

タテ・ヨコミガキ11 淡褐色
蓋 4.2 石英・長石が多い

弥生土器 第10号土場墓 14.8 ナデ・ヨコミガキ 上半ヨコミガキ タテミガキ 淡褐色
12 甕 7.8 下半タテミガキ 石英・長石が多い

22.5 ヨコミガキ ヨコミガキ・下 半ハケのちミガキ ヨコミガキ 朝鮮系無紋土器の系譜

弥生 土器 13.013 暗 黄褐色
壺 2.0 やや良
弥生土器 第11号土場墓 8.5 タテミガキ

14 脚付き鉢 5.8
タテミガキ 淡 褐色・暗赤褐色

石英・長石が多い
14.5 ナデ

15 淡 黄赤褐色
5.2

13.2 ナデ ヨコミガキ ミガキ 暗 褐色
16 7.0

弥生土器

壺

弥生 土器 第12号土場墓

壺 石英・長石が多い
25.6 板ナデ 　上半押捺　　下半ハケ 押捺

弥生土器 ［5.4］ ミガキ 茶褐色・灰黒色17
（3.8）壺 ハケ 雲母を含む

弥生 土器 6.0 ミガキ 黒褐色・暗赤灰色18 （4.0）壺 雲 毋を含む押捺
弥生土器 11.4 ミガキ 淡黄赤褐色19

（4.5） ナデ 石英が多い

16.0 ナデ 上半ハケ（5本／㎝）下半ミガキ タテミガキ 暗灰褐色
20

壺
弥生土器 第14 号土場墓 
壺 7.2

25.5 ヨコミガキ シボリ・ハケ（5本／㎝）
石 英が多い

ハケ（5本／㎝）

21 弥生土器 明灰褐色・黄灰色
5.0壺

弥生土器 第15号土場墓 ［7.4］
22 ミガキ 灰褐色、黒班・灰白色

壺 2.3 ハケ 雲母が目立つ

弥生土器 第16号土場墓 10.5 ナデ・ヨコミガキ タテミガキ タテミガキ 淡褐色
23 壺 7.8

27.9 ハケのちタテミガキ 押捺
石英・長石・雲母が 多い
黒班

弥生土器 第3号土坑

ヨコミガキ・シボリのちナデ

折り曲げ口縁 ナデ24 灰黄褐色・淡 黄赤褐色
甕 （6.6） 石英が多い
弥生土器 第4号土坑 16.5 ヨコミガキ タテミガキ タテミガキ 淡褐色

25 壺 10.2 石英・長石が多い
41.5 ミガキ

弥生土器 第5号土坑 

上半押捺・下半押捺のちヨコミガキ ヨコミガキ
ヨコミガ キ26 淡黄褐色

壺 10.2 上半押捺・ 下半ヨコミガキ
弥生土器 ［7.2］ タテミガ キ 黄赤褐色27
壺 （9.4 ） ヨコミガ キ 石英が多い

11.2 赤褐色・淡黄褐色28
弥生土器 第1号溝状遺構 
壺 15.5 ナデ ヨコミガキ

弥生土器 B－5 ナデ・ヨコミガキ
石英･長石が多い ＊孔は不明

タテ ミガキ 暗褐色11.8
29 壺 6. 4 石英・長石が多い

27.0 ハケ（4 本／cm）

上半ハケのちヨコミガキ
下半タテミガキ
上半シボリのち押捺･下半ハケ（4本／㎝） 押捺 ＊孔は不明

弥 生土器 B－6 13.0 黄灰色30
7.7不明 やや粗

弥生土器 第14 号 土 7.8 ヨコミガキ31 タテミガ キ 黒茶色
壺 （9.5） ヨコミガキ 石英が多い円盤充塡
弥生土器32 第14号土場墓上面 淡黄赤褐色
壺 2.6 

弥生土器 第3号土坑上面 暗33 黄褐色一部黒褐色
有孔円盤 直径6.5

円孔・両面刻み
弥生土器 D－434 黄灰色
有孔円盤 直径4.5

土器の再利用
弥生土器 F－1 ［18.0］ ヨコミ ガキ

35 淡黄赤褐色・灰褐色
壺 （9.1） 石英・長石を若干含む

埴輪 F－0 黄褐色36
象形？ 7.4

須恵器 F－0 15.0 灰白色37
坏蓋 l.6 長石を含む
須恵器 F－0 13.0 灰白色38
坏身 3.4 砂村多い

[ ] : 推定値, ( ) : 残存値, 単位 : cm
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第 4章  まとめ

今回調査を実施した範囲は410㎡ と狭いものであったが、検出した遺構は19基の土坑墓群で

あり、それぞれの土坑墓からは供献土器として胴部に小さな穴をあけた土器が1個体出土し

ている。また、これらの楕円形の土坑墓の中心となる位置に石詰式土坑墓が1基あり、この

土坑墓群が一つの集団としての墓地であることを示している。

土坑墓について整理すると第1号土坑墓は石詰式土坑墓で、土坑の規模は長辺で210㎝、短

辺で125㎝、深さは40㎝となり、東側短辺に4個、西側短辺に3個の礫が置かれ、西側の礫の

間には直径25㎝の範囲に赤色顔料が残っていた。第1号土坑墓以外の土坑墓の規模は長軸150㎝、

短軸100㎝、深さ40㎝の楕円形の掘り込みを基本としている。

石詰式土坑墓は、伊予郡砥部町の長田遺跡や松山市の西野 Ⅲ遺跡・土壇原遺跡群から多く

見つかっている縄文時代晩期から弥生時代後期にかけての墓制である。前記の3遺跡では石

詰式土坑墓・石積式土坑墓で墓地が形成され、その中心となるものは床面に青石を敷き詰め

たものや、鏡片・管玉を副葬したものとなっていた。それに対して、本遺跡は1基の石詰式

土坑墓がその中心であり、その他が素掘りの楕円形の土坑墓である点、各土坑墓内から焼成

後穿孔の土器が出土した点に差が見られる。

各土坑墓から出土した土器は、弥生時代前期末から中期初頭にかけての代表的遺跡の片山

貝塚出土のものと同様な櫛状工具による多条平行沈線を持つ壺や、弥生時代中期中葉の代表

的遺跡の中寺遺跡出土のものと同様な断面三角形の突帯を持つ壺などがある。また、 まった

く施紋の無いもので、朝鮮系無紋土器の流れをくむ甕があるなど、これまでに見つかってい

る土器形式に合わないものが含まれている。

第2・5・16号土坑墓出土の無紋土器の壺形土器は、前期末にあてはまるものであるが形

態的には口縁部がすべて異なり、胴部もフットボール状の長胴形ではあるが第2・5号土坑

墓出土の1・4に比して第16号土坑墓出土の23は底部からの立ち上がりがやや急になって

いる。第10号土坑墓出土の甕形土器12も含めて今治平野で出土していた阿方・片山遺跡から出

土している前期の土器とは系統の異なる土器群である。第9号土坑墓出土の7は今回出土し

た土器のうち最も装飾された土器で、卵型の胴部に様々な施紋を持つもので、装飾性からは

片山式土器の範疇にいれられるものであるが、小型竹管や円形浮紋などそれぞれの施紋につ

いては片山式土器にはないものを含んでいる。7は出土状況では4の直上から出土したもの

でこの出土状況から4より新しいものに位置づけたい。以上の土器とほぼ同時期と考えられ

るものが第4号土坑内出土の25と第4号土坑周辺出土の29である。共に無紋土器で口縁部の

形態の異なるものである。なお、25には焼成後穿孔があることから第4号土坑も土坑墓の一

つと考えることもできるが、他の土坑墓が調査区南西の高台に集中しているのにこの一基だ
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けが離れている点や土坑掘り込み上面の攪乱等から今回はあえて土坑として取り扱った。次ぎに中期

初頭と考えられるものに第12・14 号土坑墓出土の壺形土器と第11 号土坑墓出土の脚

付き鉢形土器、第1号溝状遺構出土の壺形土器などがある。特に第12・14号土坑墓出土の16・

20は中寺式土器の典型例ともいえるものである。しかし両者にも形態の差があり、16には前

段階の片山式土器の櫛描き紋が残り、20は列点紋のみが残っている。第11号土坑墓出土の14

と第1号溝状遺構出土の28はともに櫛描き紋を残している。破片で出土しているものの中に

は「f」字状の如意形口縁にヘラ描 き沈線2条を持つ甕形土器の24や、断面三角形の口縁に

ヘラ描き沈線数条を持つ甕形土器の5、如意形口縁に削り出し突帯を持つ壺形土器の6など

前期中葉の様相を持つ土器も含まれている。また、前期末の様相でも壺形土器の胴部が球形

となり貼り付け突帯や櫛描き沈線を施す26・32 なども出土している。

これらの土器から、今治平野内の弥生時代前期末から中期初頭にかけての土器様相として

長胴形の無紋土器とともに7のような土器を含めて1型式設定できると思われる。ただ、今

回の調査があまりにも狭い点、検出した遺構が土坑墓群である点を考え、今後、周辺の遺跡

から同様な土器群の発見例、また、一遺構からのセット関係が判明した段階でより明確な土

器型式設定ができ、不明瞭であった片山式土器から中寺式土器への変化がより明瞭なものに

なるといえる。

弥生時代以外の ものでは第Ⅱ調査区出土の埴輪と須恵器があり、須恵器は蓋にも身にも受

け部のない形態で高台を持つなど7世紀末のものであり、埴輪片は6世紀代のものであると

思われる。この2点については攪乱層中から出土したもののため、調査区内にあったものか、

旧日高中学校時代に埋められたものか判断できない状況での出土であった。
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図 版



1　 黒田遺跡遠景 

2  第Ⅰ調査区調査前



3  第Ⅰ調査区表土除去作業風景 

4　 第Ⅰ調査区遺構検出状況（南西より）



5  第Ⅰ調査区遺構検出状況（北東より） 

6  第Ⅰ調査区南西部土坑墓群



7  第Ⅰ調査区西半土坑墓群 

8  第Ⅰ調査区西半土坑墓群



9  第Ⅰ調査区東半土坑墓群 

10  第Ⅰ調査区第1号土坑墓



11 第I調査区第1号土坑墓小口礫

12 第I調査区第11号土坑墓脚付き鉢形土器出土状況（14）

  

  



13 第I調査区第13号土坑墓壺形土器出土状況（16）

14 第I調査区第14号土坑墓壺形土器出土状況（20）

  

  



15 第I調査区第14・16号土坑墓礫状況 

16 第I調査区第14・16号土坑墓壺形土器出土状況（20・23）

 

 



17 第I調査区第1・2号土坑

18 第I調査区第4号土坑上面遺物出土状況



19 第I調査区第4号土坑壺形土器出土状況（25）

20 第I調査区第4号土坑

  



21 第I調査区第5号土坑・第1号溝状遺構

22 第I調査区第5号土坑・第1号溝状遺構



23 第I調査区第9号土坑

24 第I調査区第4号土坑横出土の壺形土器（29）  



25 第Ⅱ調査区表土除去作業風景

26 第Ⅱ調査区礫群検出状況

  

  



27 第Ⅱ調査区遺構検出（南西から）

28 第Ⅱ調査区遺構検出（北東から）

  

  



4
29  出土遺物（遺物番号4・7） 
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14 30 出土遺物（遺物番号12・14・16） 16
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