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序

　 この度、一般県道鳥坂宇和線ふるさとづくり関連道路整備事業に伴って、実施した埋蔵文化財

調査の報告書を刊行することとなりました。宇和地方には、旧石器から中世におよぶ遺跡の存在

が確認されています。しかし、その実体は、まだまだ明らかになっていない部分が多かったので

すが、四国横断道路の建設や、県道の拡幅工事に伴う埋蔵文化財調査によって大変貴重な資料が

得られ、宇和地方の歴史が少しづつ明らかになってまいりました。

　 今回の住吉神社跡の調査では、宝篋印塔が出土しそれに伴う遺構も検出できました。そして、

 それらの遺物を石造物という広い範囲でとらえて町内を再調査することにより、宇和町の石造物

 文化の特性を知り、さらには近隣の市町村との関連性を明らかにしていくための資料を得ること

 ができました。

　 本報告書が、当地域の石造物の文化の変遷や特性を明らかにする基礎資料として活用され、文

化財の保存に役立てば幸いに存じます。

 　終わりになりましたが、発掘調査および報告書の作成にあたっては多くの方々から種々のご教

示やご指導を賜り、また、関係各位からは、温かいご理解とご協力を頂いたことに対し厚くお礼

を申し上げます。

平成11年12月31日

財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター

　　　　　　　　　　理事長　吉野内　直光





例言

1　本書は愛媛県東宇和郡宇和町明石に所在する住吉神社跡の発掘調査報告書である。

2　発掘調査は一般県道鳥坂宇和線改良工事に伴い、愛媛県より委託を受けて、財団法人愛媛県

　埋蔵文化財調査センターが平成10年度（平成11年3月1日～平成11年3月26日）に実施した。

  3　報告書作成は、平成11年度に実施した。
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  5　本報告書の作成は、中野良一調査第二係長の指導のもと、山下隆一の協力を得て滝澤・森本

　が担当した。
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第1章　調査の経緯

第1節　調査による経緯

1　調査の経緯

　 愛媛県八幡浜地方局宇和出張所では、一般県道鳥坂・宇和線ふるさとづくり関連道路整備事業

  を実施することとなった。工事予定地が住吉神社跡として周知されておりかつ周辺地域には多数 

 の遺跡の存在が知られていることから、愛媛県教育委員会文化財保護課は平成9年10月23日に踏 

 査を、平成9年12月1日には試掘調査を実施した。その結果、古墳とは認定できなかったが、石

  造物が置かれていたり表面に石列が露出しており、また当地には、様々な伝承が地域住民にある 

  ことから、130㎡について発掘調査を実施することになった。

2　調査体制

平成10年度

  　理事長　　　高橋　　弘

　 常務理事　　　郷田　良雄

 　総務課長　　　川元　栄一

　 調査課長　　　大山　正風

平成11年度

 　理事長　　　　吉野内直光

 　常務理事　　　郷田　良雄

 　総務課長　　　越智　　巧

 　調査課長　　 　小林　一郎

 　調査第二係長　中野　良一

　 調査員　　　　滝渾　　洋

　　　　　　　 　森本　泰隆

　 調査第二係長 　中野　良一

　 調査員　　　 　滝滓　　洋

　　　　　　　  　森本　康隆

　　　　　　　  　山下　隆一

第2節　調査の経過

発掘作業および整理作業の工程は、下記の通りである。

   　発掘作業　平成11年3月1日～平成11年3月26日

　   整理作業　同上（発掘作業に平行して洗浄・注記・図面整理等基礎作業を実施）なお、本

   格的な整理作業は、平成11年4月より実施し、その概要と成果を本報告書にまと 

   めた。

　 用地の都合により、発掘が3月となったため、整理作業は、平成11年度へ繰越

された。なお、当遺跡は、宇和町の遺跡台帳では、住吉古墳として登録されてい

たが、発掘の結果、古墳ではないと判断されたため、本報告においては「住吉神

社跡」として報告を行うこととした。
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 東宇和郡宇和町

調査区

縄文・弥生

古墳

古代

中世

 1　檜木遺跡　　  　7　谷が内遺跡　　　  13　栗尻1号墳

2　金毘羅山遺跡  　8　久枝遺跡　　　　  14　樫木駄馬古墳

3　上井遺跡　　　   9　松ノ本古墳　　  　15　岩木廃寺

 4　狭間遺跡　　  　10　ナルタキ1号墳 　   16　松葉城

5　城楽岩陰遺跡　11　大久保遺跡　　　17　黒瀬城

   6　永長遺跡　　　        12　小森古墳

図1　　宇和町の遺跡
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   第2章　遺跡の立地と環境

 第1節　地理的環境

遺跡位置

  　住吉神社跡の絶対位置は、北緯33度22分50秒、東経131度31分40秒の交差する附近で、行政上

は、愛媛県宇和町大字明石に属する。宇和町は、西南東宇和郡の西北部に位置し、北は大洲市、

南は連山支脈をもって北宇和郡、東は野村町、西は八幡浜市、明浜町に囲まれた盆地である。当

遺跡は宇和町の北東部にあたる田之筋地区にあり、南北に伸び南は卯之町、北は鳥坂峠を隔てて

大洲市南久米地区に隣接している。

　宇和盆地と呼ばれるこの平地は、200mをこえる高い標高に位置し、盆地のほぼ中央を肱川の

上流にあたる宇和川が南北に貫流し、石城地区を流れる支流深ケ川と田之筋地区を流れる支流の

岩瀬川と合流して野村町に注いでいる。

地　 質

　愛媛県の地質は、中央構造線を境にして北の西南日本内帯と南の西南日本外帯に分けられる。

　南予は、西日本外帯に属し中央構造線より北側から三波川変成帯、、御荷鉾緑色片岩帯、秩父累

帯、四万十帯が帯状に分布しており、宇和町は、約55万年前この内の秩父累帯の造山活動の際に

できた波状山地を水源とした砂礫堆積物によって形成された。　宇和盆地の平野のほとんどは、沖

積層でそれを囲む山地は秩父古生層を主体としており、平地の周縁部に位置する地層は田之筋層

と呼ばれ、その基盤はチャート主体の累積層である。　　　　　　　　

  第2節　歴史的環境（図1）

旧石器時代

 　宇和町において縄文時代よりも先行する時代の遺物、散布地は発見されていなかった。しかし、

 平成10年（1998）の当センターの常定寺（じょうじょうじ）遺跡の発掘により、後期旧石器時代の 

 ナイフ型石器が発見され旧石器時代の存在が明らかになった。

縄文時代

 　縄文時代の遺跡は、宇和盆地の低湿地をさけるように周縁小起伏地の裾部や、山頂、山頂付近

の洞穴及び巨大な岩陰等にその分布が見られる。

 　主な遺跡として、城楽（じょうらく）岩陰遺跡、深山（みやま）洞穴遺跡などがあげられ城楽

岩陰遺跡は、城楽山山腹に位置し、岩陰内には良好な遺物包含層が形成されており、そこから前 

 期の羽島下層式、轟式土器、後期の平城式土器が発見されている。
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また、発掘調査は行われていないが、久枝（ひさえだ）遺跡や永長（ながおさ）遺跡では、中 

  津式、福田KⅡ式などの後期の土器が表面採集されている。

弥生時代

 　弥生時代の遺跡は、その大半が縄文後期から晩期にかけての遺跡を継承しながら展開する。

 　前期の遺跡としては、金毘羅山（こんぴらやま）遺跡が挙げられる。この遺跡からは、九州の 

 前期指標土器の板付式土器の要素を持つ壷が完全な形で出土している。

 　中期の遺跡は、「岩木式土器」の標識遺跡である岩木洞穴（いわきどうけつ）遺跡や田苗真土

（たなえまつち）遺跡などが挙げられる。岩木、郷内、山田、田苗といった谷間地形や小高い丘

 陵地形上に遺跡は展開する。

 　後期になると、中期の遺跡を中軸として低丘陵地及び河川の自然堤防上にまで広がりを見せる。 

 永長遺跡、郷内久保（ごうないくぼ）遺跡、上松葉（かみまつば）遺跡、久枝遺跡などはかねて

 から周知の遺跡であるが、近年、上井（かみい）遺跡、岩木赤坂（いわきあかさか）遺跡、上松

 葉谷川（かみまつばたにがわ）遺跡等の発掘調査をふまえて後期の様相が明らかになり始めている。

　 また、宇和町は愛媛県下において、青銅器の出土が集中する地域のひとつである。

古墳時代

　 古墳時代の遺跡は、弥生後期の遺跡である、岩木、郷内、山田、久枝の遺跡が継承されて展開

している。宇和町では、5世紀末～6世紀前半頃より、これらの遺跡の背後に聳える山や丘陵地

の稜線上に墓域が設けられ、当地の有力者が葬られたと思われる古墳が造営される。この時期の

古墳として、粟尻（あわじり）1号墳、小森（こもり）古墳があげられる。小森古墳は南予で唯

一の前方後円墳と言われている。

　 後期の古墳としてその他、河内奥（かわちおく）ナルタキ古墳群、安養寺（あんようじ）裏山

古墳群、勝光寺（しょうこうじ）裏山古墳、大森（おおもり）古墳群、などがありいずれも横穴

式石室を主部とする円墳である。宇和町の古墳群の特徴として大規模かつ広範囲に分布する傾向

は見られず、小地域にまとまっているのが特徴である。

古　　代

 　律令体制下、宇和盆地を含む南予地域は、伊予国宇和郡に属し宇和郡は、石野、岩城、三間、

立間の四郷からなり、宇和盆地の石野郷に地方行政中心となる郡がが置かれていたことが有力視

されている。

 　岩木地区では、地中池の東から1960年代に大量の軒丸瓦と布目瓦が発見されている。岩木廃寺

ではないかと言われているが、古墳時代に古墳が集中する当地域に大化薄葬令以降、仏教の国教

化に伴い寺院が建立さたとしても何の不思議もないであろう。

中　 世

 　宇和町は、戦国時代を中心に営まれた数多くの山城が点在している。戦国時代当地を治めた西

園寺氏の居城である松葉（まつば）城、黒瀬（くろせ）城があり、山麓には当時商屋町も広がり、
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南予でも要衝の地であった。しかし、天正10年（1582）からの長曽我部軍の進攻により天正12年

（1584）年黒瀬城が陥落。公広及び諸将は、長曽我部軍に投降した。天正13年（1585）に豊臣秀吉 

  の四国征伐が開始され、伊予方面に攻め入った小早川隆景の軍門に戦わずし降った。　（滝澤）

　住吉神社跡のある宇和盆地は、古くから栄え石城地区、中川地区、旧町地区を中心に多くの遺

跡が点在している。筋をひとつ越えた田之筋地区は、周知の遺跡は少なく歴史的に空白の地帯で

あった。しかし、平成9年度からの当センターの試掘、発掘調査により少しずつこの地域の歴史

的環境が明らかになってきた。以下、田之筋地区の遺跡を列記しておく。

常定寺（じょうじょうじ）遺跡

　  今回の調査では後期旧石器時代と縄文時代前期の遺物分布地点が確認されている。後期旧石器

時代の遺物には、ナイフ形石器や剥片など約200点が出土しており、すべてチャートが石材とし

て用いられている。遺物の分布をみると、その多くが丘陵部の比較的標高の低い位置で出土して

おり、他の丘陵鞍部や斜面については、散漫な分布状況であった。縄文時代前期の遺物には、石

鏃・尖頭器・剥片・石核などがあり、石材にはチャートを主体として、姫島産黒曜石・安山岩・

サヌカイト・赤色珪質岩などが用いられていた。遺物の分布は丘陵南部分と北部分の2つに分か

れ、ともに密な分布状況となっている。

  　この調査では、広域降下火山灰の検出を目的としたテフラ分析を行っているが、この成果と照

合すると、後期旧石器時代の遺物包含層は姶良丹沢火山灰降灰後に、そして縄文時代前期の遺物

包含層は鬼界アカホヤ火山灰降灰前のものであることが確認できた。これらのことから、後期旧石

器時代遺物の年代は約20,000年前、縄文時代前期の遺物は約6,000年前のものであると考えられ

よう。

音地（おとじ）遺跡

 　調査では中世末（15世紀）段階の掘建柱建造物3棟、柵列3基、土坑60基、柱穴40基、溝3基 

 が検出され、集落の一部であったことが考えられた。出土遺物には土師器の皿、土師器の坏、備 

 前焼の甕・擂り鉢、青磁器の碗などが確認されている。遺物の多くは調査区内を縦断する溝の中 

 から出土しており、この溝からは総点数で約700点の遺物が確認された。土師器の皿片約500点、 

 備前の甕約80点、青磁碗約20点などで占められており、溝内の埋没土の判断からは、溝が最終的 

 に埋没する段階で含まれたものと考えられる。

 　中世段階の調査終了後、堆積土の残存が良好な地点を中心に、下位に存在する遺物包含層につ 

 いての調査を行った。下層の遺物はほとんどがチャート製の剥片で、赤色珪質岩製の尖頭器が1 

 点のみ確認されている。ここでも常定寺遺跡と同様にテフラ分析を行っているが、この分析結果 

 からこれらの石器群は鬼界アカホヤ火山灰降灰前のものであると思われる。層位的には所属時期 

 を大まかに判断できるものの、今後の詳細な遺物の分析を交えて石器群の時期を確定する必要が 

 あろう。
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伊崎越（いさきごえ）　城跡
　 石組遺構は標高約310mの丘陵頂部に造営されたもので、岩瀬川上流域の丘陵地帯を望む場所

 にある。遺構は丘陵を部分的に削平し、平坦面を作った後に構築されたと思われ、ともに角礫を 

 方角状に組み、盛土を施して墳墓状となっている。2基ともに東斜面に面するように開口部が設 

 けられ、その前庭部には扁平で大形な礫が配置されていた。

　 調査は現況の図化とトレンチ調査による土層堆積状況のみに限定されたが、2号石組遺構とし

 たものの内部からは、土師器の皿3点が出土している。これらの遺物はともに内面には釉薬が施

 されたもので、所属時期は近代初頭であると考えられる。直ちに遺構の構築された時期に結びつ

ける訳にはいかないが、この遺構が神をまつる祠として機能し、継承されてきたことは十分に考

えられよう。

＜参考文献＞

愛媛県　1986　『愛媛県史　資料編考古』

愛媛県　1982　『愛媛県史　原始　古代1』

　愛媛県教育委員会　　1991 『愛媛県内古墳分布調査報告書』

　愛媛県教育委員会　　1987 『愛媛県中世城館跡分布調査報告書』

　宇和町史編纂委員会　1976 『宇和町誌』

　宇和町教育委員会　　1995 『岩木赤坂遺跡』

　宇和町教育委員会　　1975 『宇和町の縄文時代』

　宇和町教育委員会　　1988 『宇和の文化財』

愛媛県埋蔵文化財調査センター　　1999　『上井遺跡』

愛媛県埋蔵文化財調査センター　　1999　『愛比売　平成7～10年度年報』
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　発掘された遺跡

　五輪塔

　山城

1　 伊崎越城跡　　  4　徳森城　　  7　土佐城　　 10　御串城

2　常定寺遺跡　   　5　梶山城　 　8　今城　　  　11　竜江城

3　音地遺跡　　　   6　本城　　  　9　吉岡城

図2　　田之筋地区の遺跡と調査位置図
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図3　　遺構配置図
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第3章　調査の成果

第1節　基本土層（図3・4・5）

1 　周辺地形遺跡立地

　住吉神社跡は岩瀬川中流域の大野山山地から延びる太田川が築いた扇状地上に位置し、遺跡の

西側には南流する岩瀬川と鳥殿山系から延びる急峻な山地が控えている。遺跡の周囲は、広い水

田地帯を眺望できる景観で、調査区の西側は昭和40年代まで旧街道が残されていた。遺跡周囲の

標高は約250m前後で、岩瀬川からの比高は約6mを測る。

　今回の調査は、一般県道宇和鳥坂線の拡張に伴うものであり調査区は、ほぼ南北に伸びる長さ

約25m、幅約5.2m、計約131㎡の範囲である。また、調査区のほぼ中央部が盛り上がり、その周

辺との高低差は約1.2m程である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滝澤）

2　土層

第la層　表土層

第Ib層（10Y2/1黒）

黒褐色礫混じり土層　盛土造成に伴うものⅡa層と礫が混在する。       

第Ⅰｃ層（10Y3/2オリーブ黒）

 灰褐色礫混じり土層　大小の礫で構成される物、盛土造成に伴う現生植物の根が入る。

第Ⅱa層（7.5YR1．7/1黒）

黒褐色土層　腐食性の土壌、比較的堆積厚あり、現生植物の根を含む。無遺物

第Ⅲb層（2.5YR2/1黒）

 漆黒色土層腐食性の土壌、Ⅱa層よりも暗い色調となる。土質はⅡaとほぼ同じである。無遺物

  第Ⅲa層（1OYR2/3黒褐）

  淡茶褐色土層　第Ⅱa,b層から層への暫移層。茶褐色系の土壌が含まれ、部分的にブロッ

ク状の黄褐色土が含まれる。無遺物

第Ⅳ層（10YR5/6黄褐）

 暗茶褐色土層　粘性が強いもの、部分的に第Ⅱ層が含まれる。無遺物

第V層（2.5Y5/6黄褐）

明黄褐色土層周辺では、アカホヤ火山灰層を含む土層に類似、本調査区ではブロック状に

確認される。無遺物

第Ⅵ層（10YR4/4褐）

　黄褐色レキ混じり粘土層　粘質が強く、2～3mm程度の小レキを含む。

第Ⅶ層（7.5YR　3/2黒褐）　旧耕作土

第Ⅷ層（7.5YR3/3暗褐）

　礫層　5～10cm程度の礫を多量にふくむ。
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トレンチ1土層図

トレンチ2土層図

トレンチ3土層図

図4　基本土層図
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トレンチ4土層図

図5　　基本土層図2

第2節　遺構と遺物（図3・6・7・8・9・10・11）

1　概要

　 調査区は、表土層の上に約1.2mの盛土が行われ、調査前にはその形状は楕円形に見えた。マ

 ウンドは、ややレベルを下げながら神社の跡地に向けて土塁状に伸びる。しかし、マウンドの上 

 には、樹齢約80年を数える大木があり、その木の成長に伴い木の根が遺構を破壊し、近辺には、 

 50cm前後の石が転がっている状況であった。また、近年の県道の工事でマウンドの東側も削られ

 ているため遺跡の遺存状態は良好とはいえない。

 　マウンドの上には、五輪塔及び明治期の瓦質の祠が据えてあったが、近年に動かされた印象が 

 強い。また遺構に伴う遺物、遺構の時期を推定できる遺物は出土していない。　　　　　（滝澤）

2　遺構の調査

　 マウンドのトップを中心に十字にベルトを残しながら表土を除去したところ直径約30～40cmの

石を多数検出、並びが明確なものを石列として認定した。この石列であるが、西側のラインが調   

査区外で確認できないが、ほぼ長方形に並んでいるように見える。図6によれば、一番明確なラ

 インはc-c’で東西に伸び、長さは約5mである。b-b’は、明確なラインではないが、残存してい 

 る石や周辺に転がっている石の様子から石列が存在し、木の成長に伴い根が石を押し出しため破 

 壊が進んだと思われる。また、a-a’のラインは、近年の県道の工事のために削平されており、ラ 

 インは確認できないが状況から判断して南北に伸びる石列が想定できる。

　これらの石列の内側は、黒褐色あるいは灰褐色の直径10cm前後の礫が混じった層で、その外側

 は、表土のみとなっており、石列を境に土層が変わることから、方形の枠を築いた後に、礫混じ 

 りの土を入れて塚を形成したものたと推定される。石列は、旧地表面に掘り込んで基礎を築いた

     －11－



図6　遺構平面図
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形跡はみとめられず、ただ地面に置いてさらに積み重ねたものである。また、石材は、付近で産

出する石を使ったと考えられ、付近で、現在も同じ石材を使ったと考えられる石がきが見られる。

石には加工したような跡は見られず、積み方も面と面をあわせるような丁寧な組み方ではない。

また、中・近世の古墓の可能性も考え盛土除去後、旧地表面を精査し、その後マウンドの真下

にトレンチを入れたが、旧地表面からの掘り込みは確認できず、地下遺構は検出できなかった。

表土付近で、宝篋印塔の相輪が出土したが、盛土の中から当遺跡が作られた年代を特定できる

ような遺物は発見できなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山下）

3　遺構内の遺物の調査

     住吉神社跡の遺物は調査以前から、調査区のマウンドの上に置かれていたものである。石材や 

     風化の様子が違うものもあることから、少なくとも三個体の石塔があったと考えられる。これら 

     の石塔は、その形状から宝篋印塔と思われるが、五輪塔の部分である可能性のものもある。つま

     り、別々の石塔を何らかの理由で一カ所に集めた可能性が高い。各部の特徴は次のとおりである。

   1は、マウンドの北側の石列上で表土層を剥がす段階で出土した宝篋印塔の相輪である。風化 

  が少なく、状態は良好であった。全長48cm、最大幅は16cmである。宝珠部は最大長11cm、最大幅

  10.5cm、上部に最大径を持つ。上部の請花部は、最大長4.5cm、最大幅12cm花弁は観察できない。

  九輪部は、長さ16cm最大幅10.5cmで六輪で構成されている。下部の請花は、最大長7cm、最大幅1

6cmで六葉の蓮弁が刻まれている。伏鉢部は、最大長5cm、最大幅135cm。ほぞの部分は、最大   

長4.55cm、最大幅6.55cmである。石材は、砂岩である。

 　2は、宝篋印塔の笠部である。上辺は、12.5cmを測りほぼ中央部に擂鉢状の孔があけられてお  

り、直径約6.5cm、深さ2.2cmを測る。軒は、風化が激しいため正確ではないが、残存部で5cmほ

ど水平に伸びる。軒の中央部の幅は、約22.0cmで、その中央に直径約11.5cm，深さ約4.0cmの孔が

穿たれている。風化が激しいため、四隅の隅飾りの形状は不明である。石材は、礫岩である。

 3は、宝篋印塔の塔身である。縦16.5cm、横16.5cm、高さ20.0cmの直方体で、上、下面にそれぞ   

れ、直径6.5cm、高さ2.9cmの接続用の半球形の突起がある。側面の四面のうち三面に、17cm×16   

cmに半径5cmの円を残し、その下に6つの横に並ぶ点が穿たれており、残りの一面は、粗面のま

まである。石材は、礫岩である。

   4は、宝篋印塔の基礎である。縦約24.0cm、横約23.5cm、高さ約15.0cmで、上面に直径約12.5cm、

深さ約5.0cmの擂鉢状の彫り込みがある。底面にはほぼ中央に直径約17.5cm深さ約3.0cmの浅い円

   状の彫り込みがある。風化が激しいため蓮弁などは、観察できなかった。礫岩製である。
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図8　　出土遺物（1）
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宝篋印塔の反花座は二種類ある。まず5は、縦約33cm、横約29cm、高さ約12cmでほぼ中央に接

続のための直径約11cmの孔が穿たれている。風化が激しいため蓮弁は観察できない。6は、縦横

30cm、高さ約10cmで、中央に直径約5.5cmの接続用の孔があけられている。また、三方向の側面に

計6枚の花弁が割り付けてあり残りの一面は粗面のままである。5は礫岩、6は砂岩製である。

なお6については、地域の五輪塔の反花座に特徴が類似することから五輪塔のものである可能性

も考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森本）

第3節　  遺構外の出土遺物（図11）

石　 器

   　7は、Ⅳ層から出土したスクレイパーで、石材は、チャートである。ほぼ方形の剥片の一端部 

  に両面から押圧剥離を加え分厚い刃部を作り出している。　　　　　　　　　　　　　　（滝澤）

2

3

図9　   出土遺物（2）
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4

図10　  出土遺物（3）
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5
6

 7

図11  　出土遺物（4）
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第4章　宇和町の石造物について（図12、表1・2・3）

　今回の調査で調査区に現存していたのは、宝篋印塔であったが、二つある反花座の内凝灰岩製

のものは、五輪塔のものとも考えられる。性格が同じものとして、五輪塔も範疇に加え、宇和町

の石造物を対象として、今回の発掘における成果を検証し、まとめとしたい。

　宇和町教育委員会の報告によれば、宇和町には宝篋印塔が9基、五輪塔が47基確認されている。

をれぞれを分類すれば、次のように分けられる。　　　　　　　　

 宝篋印塔は、

A-1　高さ1m前後の小型のもので、銘文等が見られず造立の年代が不明なもの。簡素化

　　が行われているもの。

A-2　高さが2mを越える大型のもので笠の隅飾りの外傾度が強い。銘文などが彫り込ま

　　れており、造立の年代がわかる場合があるもの。

五輪塔は、

B-1　 高さが1m前後、幅が比較的広く笠石は反りがなく直線的で水輪は、真円の上下を

　　 水平に切ったもの。銘文等は、見られない。　　　　　　　　　　　

 B-2   高さが1m未満の縦に長くなる小型のもので、水輪の最大径が下部にあり、銘文等は

　 　みられないもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

B-3　 高さは1mを越える大型のもので、笠石は反り、先端は上方に鋭く伸びる。銘文が見

　  　られ造立の年代がわかる場合があるもの。　　　　　　　　　　　　　

以上のように分類してみると、宇和町の中にも地域的な特徴があることがわかる。

・　鎌倉時代と思われる大型の宝篋印塔はないが、鎌倉時代の五輪塔としては、B-1類があ

　げられる。B-1類は、町内にわずかに点在はするものの、その多くは明石寺に集中してい

　る。

・　高さが1m程度の小型の石塔は、田之筋地区に多く見られる。

・　江戸期のものと思われるA-3類、B-3類は旧町内を中心として町全体に広がりその数

　も増加する傾向が見られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町内の石造物の特徴をふまえて、当遺跡のある、田之筋地区の石造物を見てみたい。

 　当遺跡の宝篋印塔は、相輪部とその他の部分との風化の様子が違うため別の塔の可能性もある

 がいずれもA-1類に属する。時代を特定する上で基準となる傘部の隅飾りも欠損しているが、

 小型化している点、相輪部の請花が省略され塔身部と反花座の一面が素面のままで簡素化してい 

 る形状の特徴および凝灰岩系の石材から類例をみてみると、室町中期から末にかけてのものと思 

 われる。A-2類は、宇和町内でも類似したものは他には今回の調査では町内では確認できてお

 らず、鎌倉時代の特徴を持つ宝篋印塔もないことから、宇和町で最古のものとなる可能性も高い。

　 また、当遺跡のある田之筋地区には、明石寺を除くとB-2型の五輪塔が多く見られる。これら

 の五輪塔の造立の時代を、蔵持重裕氏、土居聡明氏の研究をもとに検証してみたい。近年、蔵持
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氏は、五輪塔の各部位の高さと幅との比率を元に分析を進めており、広島県東部における五輪塔

水輪の高さを最大径で割った値をぞれぞれの推定時期ごとに整理すると、鎌倉時代中期には0.75

前後の値を示していたのが、鎌倉時代末期から南北朝期初頭にかけて0.85前後と縦長化、室町時

代初期に0.56と横長化し、室町時代末期から近世初頭にかけて近世初頭にかけて0.8から1.0と再

び縦長化するとしている。これを受け土居氏は、愛媛県内の紀年銘や共伴遺物により製作年代・

時期が明らかな五輪塔を検証し、鎌倉期から南北朝期にかけて、県内も広島県東部の変遷とおおむ

ね同様としている。南北朝期以降の資料が県内ではないため定かではないが、広島県東部の変遷に

よれば、田之筋地区の五輪塔の水輪の高さを径で割ってみると0.71～0.8を指し、水輪の最大

径が26cm前後で小型であることを考えれば、さらに古くなる可能性はあるが、室町時代後半期

のものと考えられる。

　 総合して考えると、田之筋地区には室町時代後半の石造物が集中しており、五輪塔においては

 その形状および石材も類似している。このことは、田之筋地区が室町時代後半において、歴史的 

 な背景から活発に機能し、情勢が動いていた証ではないだろうか。また、大きさが小型化し、形 

 状の類似した石造物から田之筋地区に展開した石工集団の存在も感じられる。石材についても、 

 宇和島付近に見られる礫岩、砂岩を用いている点も地域的なものであり、宇和島を中心として同

 様な石材の石造物が現存している可能性も大きい。

　住吉神社跡は、旧神社の敷地内に、石列で囲んだ基壇上に宝篋印塔・五輪を据えた構築物であ

る。石造物と遺構との関連を示す資料がえられなかったため、基壇築造後に石造物が他所から運

ばれてきた可能性も考えられる。石造物に関する資料が乏しいためその性格には今回言及できな

いが、地域の石造物を調べることにより、その地域的な特徴が見えてきた。今後同様の調査例の

積み重ねや近隣の市町村との連携により、時代的な背景をふまえた上で石造物の変遷やその性格

と、それらの石造物周辺の遺跡との関連を明らかにすることが、今後の課題となってくるであろ

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （滝澤）
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五輪塔 

宝篋印塔

 図12 宇和町の石造物
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1⁷ ─

地　域 地　　区  最大高（cm） 類別

1 多田 河内 300 A－3

2 伊延東 ＊ A－3

3 坂戸 200 A－3

4 上松葉 160

5 卯之町3丁目 210

6 伊賀上 220

7 稲生 285

8 下川

多田

中川

卯之町

卯之町

卯之町

皆田

皆田 ＊

A－3

A－3

A－3

A－3

A－2

備　　　　考

福楽寺内　一字一石塔

大安楽寺

安政四年製　福楽寺内

文化二年製　大恵寺内

文化十年製

歯長寺内

十二所神社内

塔身部欠

2⁷ ─

地　域 地　　区 最大高(cm) 類別 備　　　　考

1  多田 瀬戸 150 B-3 元禄十四年製

瀬戸 元禄二年製160 B-3

伊延東 185 B-3

 伊延東 180 B-3

伊延東 195 B-3

伊延東   B-3135

2 多田

3 多田

4 多田

5 多田

6 多田

7 多田 伊延西 B-3150

8 中川 田苗真土 170 B-3

大安楽寺内

大安楽寺内

大安楽寺内

大安楽寺内
院内康申堂裏　  他に水輪火輪3

沖野城主の墓の伝承

9 中川 135坂戸 B-3

坂戸 110 B-3

B-1

10 中川

11 中川 清沢 75

12 石城 117 B-3岩木

13 岩木 145 B-3石城

都合城主の墓の伝承

常盤森城主の奥方の墓の伝承

鳥村城主墓の伝承14 石城 郷内 115 B-2

　15 石城 西山田 215 B- 3

16 旧宇和町 上松葉 70 B-2 

旧宇和町17 下松葉 125 B   -3

浅井孫右衛門

松葉城落武者の墓の伝承

文化三年製　満慶寺内

18 旧宇和町 永長 150 B-3

旧宇和町 小野田19 100 B-3

旧宇和町 卯之町三丁目 190 B-320

旧宇和町 B-3
21 卯之町三丁目 126

B-322 220旧宇和町 卯之町三丁目

旧宇和町 卯之町一丁目 150 B-3

寛永十三年製　極楽寺内

元禄時代　光教寺内

天正九年製　光教寺内

鳥居半兵衛の墓

寛永十四年製
23

旧宇和町 卯之町一丁目 114  B-324

旧宇和町 伊賀上 126  B-325 天正九年製

旧宇和町 伊賀上 90 B-22　6

－23－



27 旧宇和町 伊賀上 　110 B－2 旧長泉寺内

28 旧宇和町 旧長泉寺内伊賀上   110 B－3

29 旧宇和町 伊賀上 120 B－3

30 旧宇和町 伊賀上 135 B－1

31 旧宇和町 鬼窪1 150 B－3

旧長泉寺内

旧長泉寺内鎌倉時代製

大本神社境内

32 旧宇和町 鬼窪1 B－2114

33 下宗和 下川 101 B－3

34 下宇和 下川 130 B－3
－

35 下宇和 下川 98 B-3

36 下宇和 明間（四道） 145 B－3

＊は計測不能のもの

最大高については、宇和町教育委員会「宇和の仏像と石仏・石塔」を参考にした。

3⁷ ─

最大径（cm)   最大高（cm）水輪径（cm）水輪高（cm）高／径（水輪)地区 石材 類別 備考

a 伊崎 21 88 20．5 14．6 0．71 花崗岩 B－2

b 伊崎 23 88 26．4 19．2  0．73 凝灰岩 B－2

C 伊崎 20 87 26．4 20  0.76 凝灰岩 B-2

24d 明石 88 26．2 19．2
   
0．73 凝灰岩 B－2

e　 明右 28 95 25．1 20．2 0．80 凝灰岩 B－2
－

f 明石 53 157 50 45 0．90 凝灰岩 B－1 明石寺内

g 明石 ＊ ＊ ＊ ＊ 凝灰岩 B－1 明石寺内

h 明石 ＊ 80 ＊ ＊ 凝灰岩 B－1 明石寺内
●

明石 ＊1 89 ＊ ＊ 凝灰岩 B－1 明石寺内
●

J 明石 ＊ ＊ ＊ 5.1 凝灰岩 B－1 明石寺内

k 明石 ＊ ＊ ＊ ＊ 凝灰岩 B－1 明石寺内

＊は計測不能のもの

計測については、資料を動かさずその場で計測したため多少の誤差が生じている。
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