
この底面に張り付くように出土している。石棒は結晶片岩製のもので破損しているが、残存する
幅は を測る。なお、この遺構には石棒に伴う縄文土器などは皆無であるが、隣接する遺跡
では縄文時代晩期（突帯文土器段階）の遺構・遺物が確認されており、状況から判断してこれに
比定できる時期を考えることができよう。

以上のように、別府遺跡では複数時期の遺物と混在した状況であると考えられるが、長網 遺
跡 については土坑内出土であることや伴う遺物が希薄であることなど、池の内遺跡の事例と
類似した出土状況と判断できる。これは石棒を用いた習俗を物語る現象として考えることができ、
現段階では縄文時代晩期に限定される可能性もあるが、長網 遺跡の類例が池の内遺跡周辺であ
ることを考慮すれば、一つの地域色としてとらえることも可能となろう。

さらに近年の調査研究では、中村豊氏による石棒の精力的な研究がある（中村 ・ ）。氏
は石棒の大まかな変遷として、突帯文土器以前には精製・小型なものが主体、突帯文土器段階か
ら弥生時代初頭までの短期間には大型で結晶片岩製のものが主体になると考えている。そうする
と、池の内遺跡で確認された石棒については、中村氏の編年観に従えば突帯文土器以降の可能性
も考えられることになる。確かに長網 遺跡 の例は、破損しているものの幅が をはか
るもので、中村氏のいう大型に分類できるものであり、周辺の状況からも突帯文土器段階の可能
性があることから中村氏の編年観と矛盾しないともいえる。池の内遺跡でも 点ともに幅が
程の大型品であり、さらに 次調査で突帯文土器が確認されていることから、 と
についても突帯文土器段階に所属する可能性は捨てきれない。しかし、今次調査における現象か
ら判断すれば、これら石棒を伴う遺構が晩期中葉まで遡る可能性も示唆しており、今後の課題と
して留意しておきたい。

本調査区内で確認された縄文時代遺構の分布状況であるが、調査区の北側に集中する傾向を指
摘できる。また、試掘調査で確認された石棒（第 図 ）も、 区西の東側に設定された
周辺で得られたものである（付図 ）。このことは晩期中葉の領域が飯岡台地の北側縁辺部に偏っ
ていた事を示すものであり、 次調査区 区の中葉土器とも考え合わせれば、当時の占有領域を
物語る現象として評価できよう。
年代測定

今回の調査では の覆土から検出された炭化物の年代測定を行っている。詳細は第 章に
譲るが、今回の分析では という年代値が得られている。ここで近年に年代測定の行
われた高知県美良布遺跡について触れておきたい。美良布遺跡では晩期中葉として位置づけられ
る ・ ・ の 基の遺構が検出されているが、このうち で得られた試料から

と の年代値が得られている（松本 ）。これらの成果から晩期前半の年
代観を与えており、池の内遺跡で得られた成果ともほぼ符合するものと思われ、縄文時代研究に
おける理化学分析データとして良好な数値を得たことになった。改めて述べるまでもなく、今後
も当該期資料測定のデータ蓄積が必要となるであろう。

なお、 でも同様な分析を行っているが、分析結果は という年代値であった。
この遺構からは石棒が出土しているほか（第 図 ）、縄文土器の小破片が僅かに認められるの



みであったため、今回の年代測定は周辺で出土している縄文土器との関連を考えるために実施し
たものであった。しかし、その結果は の成果とかけ離れたものであり、様々な要因が考え
られるが、一つの要因として、サンプリング時の不備が重なったものと考えてよいだろう。今回
の分析結果は、こうした種々のサンプリング作業における手法的な課題を残したことになった。

今次調査で確認された縄文時代晩期の遺構と遺物については、愛媛県東部では比較的希少な晩
期中葉の資料であったことが確認されたばかりでなく、遺構内一括資料の検出から晩期中葉の土
器編年における指標的な資料を提示できたことになった。今後はこれら ・ の段階が、周
辺とのクロスチェックでさらに詳細に位置づけられることに期待したい。

また、石棒の出土状況についても年代観に関する課題を残すことになったが、今回得られた出
土状況の情報は、今後の類例増加ともあわせて追証されていく必要があろう。さらに 出土
のヤブツバキと考えられた植物遺体は、当該期における新たな類例として評価でき、当時の気象・
地理環境を洞察する上での手がかりとなる（第 章第 節）。いずれにしてもこの分野の研究は、
縄文時代における祭祀や習慣などの精神生活を理解する上で不可欠なものであり、池の内遺跡と
その周辺における縄文社会の復元に大きく寄与することになろう。

第 節 弥生時代
弥生土器

弥生時代の遺構は 区北の北寄りで のみが検出され、遺構内からは数個体の弥生土器が
確認されている。これら土器については甕と壷があり、無文の甕には く の字に折り曲げた口
縁部をもつ第 図 、第 図 や、逆 字口縁となって口唇部に刻目が施される第 図 がある。
有文のものは折曲げ口縁に櫛描直線文・波状文と刺突列点文が施される第 図 がある。こうし
た甕の構成から編年観を考えると、柴田昌児氏による伊予東部編年の 様式に比定できること
になろう（柴田昌 ）。柴田氏はこの様式の類例として井口小学校遺跡、叶浦 遺跡、黒田遺
跡を挙げているほか（井原ほか 、岡田 、長井 ）、近年では大久保遺跡の下層遺構面
で検出された遺構群のうち、 区 ・ 、 区 ・ ・ 、 区 出土の弥
生土器などをこの様式に含めている（柴田昌 ）。これら類例と今次調査の を比較しても、
大きくかけ離れた状況ではなく、愛媛県東部における弥生時代中期土器の普遍的な様相を示して
いると考えられよう。

なお、隣接する 次調査における弥生時代遺構・遺物について振り返ってみると、弥生土器で
は 次調査区の第 ・ 区で共通するものが存在しているようである。例えば大滝ほか の図

の ・ などが類例として挙げられるが、ここでは甕の逆 字口縁部上面に加飾が伴うもの
もあるほか、これらに後出するであろう土器の存在も指摘できる点は留意しておきたい。ちなみ
に今次調査区から東に離れた第 区では、柴田編年 様式に比定できるものが主体となっている。
今次調査の成果と考え合わせてみると、これは当時における土地利用の領域差を示すものと考え
てよいであろう。
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第143図　大久保遺跡におけるII－2様式段階の石鏃（柴田ほか2002）
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中期の石鏃

この他に弥生時代の遺物としては、 出土の石鏃がある（第 図 ）。この石鏃は最
大長 、最大幅 を測る大型のもので、基部は平基で全体形が二等辺三角形状となるもの
である。ここで池の岡遺跡の例と同時期と判断できる類例から、伴う石鏃について概観してみる。

まず、大久保遺跡 区 ではサヌカイト製の凹基石鏃が 点、 区 ではサヌカイ
ト製の凹基石鏃 点と平基石鏃 点、 区 ・ ではサヌカイト製の凹基石鏃が各 点確認
されている。このうち完形品における最大長は 、 、 、 を測ることができ、
形状や法量を概観すれば凹基が多く、 前後のものが主体となると考えてよいであろう。こ
こで池の内遺跡 次調査区をみると、柴田編年 様式以外の弥生土器を含む 区では、サヌカ
イト製の平基石鏃 点が出土しており、これらの最大長は 、 、 となっている。
ここでは法量では類似するものはあるが、凹基石鏃がないことに差を見出せるようである。

この現象を考慮した時、数少ない類例ではあるが、 出土の については上記類例よ
りも大型で形状や加工に差が見出せるようで、積極的に考えれば柴田編年 様式に伴う可能性
は低いといえるだろう。ちなみにこのような石鏃は、その使用頻度の問題があるものの、弥生時
代中期後半にまとまって出土することが多いようで、例えば凹線文土器が伴う池の内遺跡 次調
査区第 区の 号住居に伴う ・ 、同じく 号住居に伴う ・ ・ が類例となる。し
たがってこうした状況から、今次調査出土の石鏃 については に後出するものと考えてお
きたい。
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第144図　池の内遺跡1・2次調査における古代遺構の分布

なお、今次調査における弥生時代遺構は 基のみの検出であり、調査区内に当時の集落が存在
した可能性は極めて低い。ここで隣接する調査区の状況を振り返ってみると、 の検出位置
から北東へ約 離れた 次調査区 区の第 調査区では、平面形が円形となる住居が 基検
出されている（ 号住居）。伴う遺物の詳細は不明であるが、報告では中期前葉のものとしている。
時期的に近接していると考えられるものの、出土遺物や層位的論証による両者の有機的な関連を
考えることはできない。現状では ・ 次調査区を含めたこの区域について、弥生時代中期初頭
の遺構が大規模に残されたことは考えにくいであろう。

第 節 古代
古代の遺構

古代の調査では、掘立柱建物 棟、住居 基、溝 基、柵列 基、土坑 基、柱穴 基が確
認されている。これらは今次調査区のほぼ全域で確認されており、分布状況からは 区、 区北・
南、 区西の か所で密な遺構分布域を形成していることが確認できた。また、各分布域を見る
と 区の分布域では掘立柱建物 棟、土坑約 基、柱穴約 基で構成され、掘立柱建物と土坑
は全体の約 割、柱穴は約 割がこの周辺で確認されていることになる。また、 区北・南では
掘立柱建造物 棟、住居 基、土坑約 基、柱穴 基を検出しており、約 割の遺構が密に分



布している。さらに、 区西で区画溝と掘立柱建物 棟で構成されるまとまりが確認できる。こ
こでは検出遺構が少ないものの、区画溝が伴う事を考えれば つの単位が調査区外の西側へ延伸
していた可能性がある。なお、 次調査区では 次調査 区北・中央に接する第 地区で古代の
遺構が集中している。しかし、 次調査 区中央では掘立柱建物が確認できず、 区北でその一
部が確認される程度で（第 図 ）、これは 次調査区で検出された集落範囲の限界を示して
いるとも考えられよう。

ここで今次調査で特徴的に確認された掘立柱建物について、その分布状況や規模などについて
簡単に触れておきたい。
掘立柱建物

掘立柱建物は前述した古代遺構が密集する か所に展開しているが、 区西では 棟のみ確認
されており、基本的には 区北・南と 区に集中すると考えてよい。 区北・南では
の 棟、 区では の 棟が検出されている。 ・ 次調査区全体を目視的にみれば、

区の一群は隣接する 次調査区 区の掘立柱建物群と同一分布を示すとも考えられるが、前述
したように 区での遺構検出状況からは区別しておくべきであろう。また、 区北に接する 次
調査区 区では柵列が北側に分布するものの、掘立柱建物は認められない。さらに、 区北と南
の関連が問題となるが、ここでは未調査地を介在するために不明な点はあるものの、 区西の東
側において建造物以外の古代遺構が分布することや、 区南の建造物が北側に偏って分布するこ
となどを考え合わせれば、 区北から 区南にかけての掘立柱建物群が存在したことを想定して
もよいだろう。

以上のように視覚的な分布上のまとまりは把握できるものの、これら建物群の共時性が問題と
なるだろう。そこで、これら建物群の切り合い関係について確認してみると、 と に
ついては平面上での切りあい関係を認めることができる。ここでは の新旧関係を
考えることができ、さらに と の平面プランが重複することなど、 区北・南では
時期の建物群を想定できることになろう。また、 区の建造物群でも と 、 と

では平面プランの重複が認められ、ここでも 時期の建物群を考慮しておく必要がある。
そこで、各遺構の出土遺物を確認してみるが、 ・ では時期不明の土器片が 数点伴って
いるのみで、出土遺物による時期差を導き出すことはできない。 ・ の場合、 では
杯 蓋（第 図 ）があるほか中世段階の片口鉢（第 図 ）が混入しているが、 では出
土遺物が確認されていない。 ・ の場合、 で瓦質土器の甕（第 図 ）が、そして

では土器片と須恵器片が少量確認されているのみで、ここでも時期差を見出すのは困難で
ある。

なお、掘立柱建物群の造営時期であるが、各建物跡の出土遺物は時期認定のできるもので 世
紀後半段階の杯 があるほかに中世段階の遺物も混在している。中世段階の遺物については

・ で確認されているが、これら建物跡が検出された 区と隣接する 区では中世段階の
遺構が検出されていることや（第 図）、遺構検出面から上位の堆積層中にも中世段階の
遺物が含まれるなど（第 図）、現状では埋没過程での混在として判断したほうがよいだろう。
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第145図　池の内遺跡 2次調査の建物棟方向

このことを考慮すれば、 ・ で伴
った杯 の存在から判断して、掘立柱建物
群の造営期間は概ね 世紀後半の範囲内で
あると考えておきたい。

このように切り合い関係や伴う遺物が少
ないことなど、遺構の時期差を検討する材
料に乏しいが、遺構の切り合い関係からは

第 表 掘立柱建物一覧
遺構名 間数 梁間（ ） 桁行（ ） 床面積（ ） 棟方向 残存

（ ）（ ） 梁・桁部分調査区外
（ ） 桁部分調査区外

（ ） 桁部分調査区外

（ ） 桁部分未検出
（ ） 梁・桁部分未検出

（ ） 桁部分調査区外
（ ）（ ） 梁・桁部分調査区外

（ ） 桁部分未検出

（ ）（ ） 梁・桁部分調査区外

（ ）（ ） 梁・桁部分未検出
（ ） 桁部分未検出

（ ） 梁・桁部分未検出

少なくとも 時期に亘る建物群の造営が考えられる。ここで各建物における属性を整理し、時期
差や掘立柱建物群の性格を考えてみたい（第 表）。

まずは掘立柱建物の棟方向であるが、ここでは大きく つの棟方向に区分できるようである（第
・ 図）。一つは の棟方向をとるもので（ 群）、 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ の 棟があり、今次調査では最も多い部類である。次に多いのは
となる ・ ・ ・ ・ の 棟で（ 群）、最も少ないのは となる ・

の 棟である（ 群）。こうした棟方向の区分からは つのまとまりを想定できるが、この現象
を時期差と考えるならば 時期の建物造営を想定できることになる。ただし、前述したように
群の ・ については、平面プランの重複が確認されており、棟方向の同一性を直ちに共時
性として考えることはできないだろう。また、 群と 群は棟方向がほぼ直交する関係にあるが、
これら 者が異なる時期であるという保証もなく、建物配列によっては同時期に展開したことも
考えられる。ここでは多くの可能性を考えておく必要があるが、基本的に建物群の造営について
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第146図　古代における掘立柱建物の棟方向区分

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

SB－27

SB－26

SB－23

SB－22

SB－21

SB－20

SB－18

SB－17

SB－15

SB－14

SB－11

SB－8

SB－7

SB－6

SB－4

SB－3

（遺構番号）

（床面積：㎡）
第147図　池の内遺跡2次調査の建物床面積



は 時期程度の時期差を考慮しておきたい。
ここで 次調査区における掘立柱建物についてみると、これについては 次調査区 区で 棟

検出されており、ここでは図示していないが、東側に隣接する 区でも 棟の建物が検出されて
いる。また、 次調査区 区では柵列のみで掘立柱建物は確認されていない。掘立柱建物の分布
については、前述したように 次調査区におけるそれの分布とは異なる単位で展開していたと考
えられ、 次調査区で確認された一群の建造物は、 次調査区のものとは分布上で区分できるだ
ろう。

また、棟方向による区分を 次調査区についても比較してみると、 群には ・ ・ ・ 号建
造物、 群には ・ ・ 号建造物が該当する。微視的にみれば 群が西に、 群が東に偏る
傾向にあり、 次調査区と合わせて比較してみると、 次調査区では 群が東側に集中すること
に対し、 次調査区ではこれが西側に集中する傾向にあるといえる。

次に掘立柱建物の床面積について、その残存状況の良好なものについて確認してみる（第 図）。
なお、掘立柱建物の床面積復元は、建造物に伴う全ての柱穴が確認できる事例のみグラフ化して
いる。第 図で概観すると、最大規模のものは 区検出の で となり、最小規模の
ものは で 区南検出の である。グラフ上でみる復元床面積は大きく つに分けられ
るようで、 範囲である小規模なものには ・ ・ ・ ・ ・ ・ の 棟が、

範囲である中規模なものは ・ ・ ・ ・ ・ ・ の 棟、
範囲である大規模なものは ・ の 棟が該当する。分布上では小規模なものが調査区の西
側である 区に、中規模なものは散漫に、大規模なものは調査区東側である 区に集中している
傾向にある。

周辺遺跡における古代建物の床面積については、既に柴田昌児氏が池の内遺跡 次調査区、久
枝 遺跡、松ノ元遺跡で算出しており、これら 遺跡の比較検討を行っている（柴田昌 ）。
ここで柴田氏は、久枝 遺跡に他の二者に比べて大規模な掘立柱建物（ ）が存在してい
ることを指摘し、遺物との検討もふまえて久枝 遺跡の建物群を郡庁として位置づけている。こ
れにならえば池の内遺跡 次調査における建物群については、久枝 遺跡に次ぐ規模であるとい
えよう。また、 次調査で確認された建物床面積をみると、 範囲である小規模な
ものには ・ 号建造物、 範囲である中規模なものは ・ 号建造物が
該当し、 次調査の成果とほぼ符合しているようである。

以上のように、建物床面積による比較では 次調査と同規模なものが確認されたことになり、
周辺との比較では柴田昌児氏の述べるように小規模または中規模建物群に区分できるようである。
つまり、今次調査で確認された建物群については 次調査の結果と大きな隔たりを持つものでは
なく、これによって導き出される本遺跡の位置づけについても、現状では郡庁などの政治的中心
地としてではなく、これらに付随する官衙関連施設として考えておきたい。
区画溝

区西側において検出された古代の遺構に、東西約 、南北約 の がある（第 図）。
この溝は 字状に屈曲するもので、南東隅には陸橋が形成されたものである。この溝の西側には
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第148図　岩崎遺跡の区画溝
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が検出されており、両者の主軸および棟方向からは共時
性の高いものと判断できる。こうした遺構分布の状況を考慮す
ると、 は区画溝として機能したと考えることができる。

このような古代における区画溝の類例については、松山市の
久米地区周辺における古代寺院・官衙関連遺跡が著名であるほ
か、最近の調査事例では松山市岩崎遺跡を挙げることができよ
う（宮内ほか ）。この岩崎遺跡 区では つの小調査区に
分けて調査が行われており、古代（ 世紀）に比定できる溝と
して、 （第 地区）、 （第 地区）、 （第

地区）の 基が確認されている（第 図）。報告では
と が同一のものとして理解されており、都合、南北に
延びる溝（ ・ ）と東西に延びる溝（ ）の
基が調査区内で確認されたことになろう。各溝から出土した遺
物には、円面硯、須恵器杯 、土師器杯 、土馬など、 世紀
後半段階の遺物が出土している。報告ではこれら伴う遺物から、
南北に延びる溝（ ・ ）を区画溝として位置づけてお
り、道後地区における官衙関連施設の存在を示唆している。

ここで池の内遺跡 次調査で確認された と比較してみ
ると、岩崎遺跡 ・ は幅約 前後を測り、区画内
の復元長は約 とされている。池の内遺跡 は幅約 、
最大残存長は約 で、幅においては同規模であると判断して
よいだろう。ただし、池の内遺跡 は北側部分が幅狭であ
り整然とした構造の溝ではなく、この点では岩崎遺跡の例とは
異なっている。しかし、ここで注意しておきたい両者の共通点
は、 字状に屈曲する部位をもつことであろう。さらに注目で
きるのは岩崎遺跡 ・ の北側の屈曲部が、西側の約

部分で収束していることであり、これは池の内遺跡
のように陸橋が設定された可能性をもつことである。池の内遺
跡 の場合を振り返ると、東西に延びる南側の溝が東部分
で 字状に屈曲して約 で収束しており、南東隅で幅約
の陸橋を形成している。つまり、両者の溝は 字状の屈曲部分
に程近い部位で陸橋を設定していることになる。

しかし、こうした共通点を指摘する場合には岩崎遺跡
・ の残存状況が前提となろう。確かに溝の確認され

た岩崎遺跡 区の ・ 層上面は、報告されている土層模式図
などから判断すれば北から南へ比高約 の傾斜をもつよう
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第149図　池の内遺跡1次調査出土の内面黒色土器（大瀧ほか1989）

で、北側は遺構の削平を受けやすい条件であったことが考えられる。しかし、 の検出さ
れた第 地区は比較的平坦面での検出であり、検出面が西側に削平を受けた状況は土層断面図な
どからも見受けることはできない。さらに 字屈曲部の西側には弥生時代中期（ 様式）と古代

（時期不明）の土坑が残存していることは、この周囲に溝などが構築されなかったことを示して
いる。

以上の点から、池の内遺跡 次 と岩崎遺跡 ・ は、ともに 字屈曲付近に陸橋
をもつ方形の区画溝であり、時期的にも近似した点でその機能的側面も非常に似通ったものであ
ると判断でき、さらに言えば両遺跡は共通する施設を備えた官衙関連遺跡であったと考えてよい
だろう。
古代墓

今次調査における古代の出土土器については、主に 世紀中 後半の段階と考えられ、柴田編
年（ ）期に比定することができる（柴田圭 ）。この柴田編年（ ）期とは、西条市氷見に所在
する尾土居窯跡（藤田ほか ）出土資料に代表されるもので杯 を組成の主体としている。今
回の調査においても や ・ で杯 が確認されているほか、一部の土坑や包含層などか
らも杯 が比較的多くみられるなど、柴田編年（ ）期の様相を示すものと考えてよいだろう。さ
らに大久保遺跡などでは柴田編年（ ）期においては土師器の甕や赤色塗彩土器などが組成するよ
うで、これについても で同様な現象を考えることができよう。

以上のように確認された土器類からは、今次調査で確認された古代遺構が概ね 世紀後半段階
に残されたものと考えることができる。ただし、 区中央で検出された （第 ・ 図）
については、これら土器の編年観と異なるものが確認されている。ここで本遺構における年代観
や周辺での類例について、簡単に振り返っておくこととしたい。

は平面形が長楕円形状で横断面形は台形状となり、長径が を測るものである（第
図）。ここでは土坑内中央部の北側壁に接するように内面黒色土器が 点出土しており（第

図 ）、多くの古代遺構と時期差をもつと考えられるものである。この内面黒色土器は外面に横
位方向のミガキが施され、内面には暗文が密に施されたもので、形態的には 世後半から 世紀
前半までに位置づけられるものと考えてよいだろう。また同様なものが、 次調査区第 区（大
滝ほか の図 の ）と第 区（大滝ほか の図 の ）でも確認されている。これら
は遺構などに伴ったものではなく直接関連付けられる遺構の推定は難しいが、 次調査で確認さ
れたものに器形や法量が酷似するなど、時期的にも近接したものとして判断してよいだろう。ち



第150図　北久米浄蓮寺遺跡6次調査における古代の墓と出土遺物（河野1998）

土　墓 1

内面黒色土器

なみに愛媛県内の古代から中世の土師器碗について編年を示した中野良一氏によれば、池の内遺
跡 次調査出土の内面黒色土器は 世紀代に位置づけられている（中野 ）。

以上のように 出土の内面黒色土器については、多くの古代遺構よりも後出するものと考
えられる。では、この遺構については第 章で墓として機能したことを示唆したが、まずはこれ
に関する類例を概観して、その可能性を考えてみたい。ここで挙げられる周辺の古代墓としては、
松山市の北久米浄蓮寺遺跡 次調査地、樽味四反地遺跡 次調査、座排坂遺跡、鷹ノ子遺跡 次
調査で類例を確認できる（梅木ほか ・ ・ 、河野 ）。

北久米浄蓮寺遺跡 次調査地の土壙墓 は長軸 を測るもので、遺構中央の底面から内面
黒色土器 点が重ねられて出土している。報告では 世紀前半の墓坑として位置づけられており、
さらに木棺の痕跡も確認している。池の内遺跡 次調査区のものよりも若干規模は大きいようで
あるが、内面黒色土器が墓坑中央部から出土していることや、遺物の年代観をみても非常に類似
した事例であると判断できよう。

樽味四反地遺跡 次調査では長軸 を測る が、古代末 中世初頭の墓坑とされている。
ここでは断面三角形の高台をもつ土師器杯が伴っている。

座排坂遺跡では 世紀段階と考えられている （長軸 ）・ （長軸 ）が報告され
ている。 には土師器の甕や内面黒色土器が伴っている。県内における古代から中世の煮炊具
について編年を示した中野氏によれば、座排坂遺跡 出土の土師器甕は 世紀段階に位置づけ
ることができる（中野 ）。なお、報告では を木棺墓、 を土壙墓としている。

鷹ノ子遺跡 次調査では長軸 を測る が検出されている。ここでは床面で木棺の痕跡
も確認しており、伴う遺物には和鏡や釘のほかに土師器の杯・鍋がある。報告では 世紀段階の
遺構とされているが、共伴した土師器の鍋を 世紀段階に位置づける研究もある（中野 ）。

以上のように、県内で 遺跡の古代墓を確認できるが、その検出状況で最も類似している例を
挙げるならば、やはり北久米浄蓮寺遺跡 次調査地の土壙墓 であろう。土坑の規模をみると、
池の内 が長径 、短径 、北久米浄蓮寺土壙墓 が長径 、短径 をは
かり、ほぼ同規模と判断できる。しかし、検出時の平面形は違いを見せるようで、池の内
が長楕円形となるのに対し、北久米浄蓮寺土壙墓 は隅丸の長方形状となっている。さらに北久
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第151図　池の内遺跡1次調査第III区出土の瓦器碗と皿（大瀧ほか1989）

米浄蓮寺土壙墓 では木棺が使用されていた事を確認しているが、池の内 では堆積状況な
どからその判断ができていない。遺物については池の内 で内面黒色土器 点、北久米浄蓮
寺土壙墓 では内面黒色土器 点が出土しており、数量的な差は生じているが墓坑の中央部付近
で出土することから、副葬形態については共通点を見出せるだろう。なお、北久米浄蓮寺土壙墓

から出土した内面黒色土器は、池の内 に比して内面の調整が若干異なるものの、器形や
法量は類似しており、時期的にも近接したものであると考えられよう。

以上の点から、今次調査で確認された については、墓として機能したことを積極的に考
えることができた。また、木棺の使用については調査時に判断できていないが、安定した底面の
検出状況からはその使用も考慮しておく必要があるだろう。

今次調査で主体的に確認された古代の遺構は、 数基に及ぶ掘立柱建物や 基の住居があるな
ど、当時の大規模な建造物群を想定することができた。また、 次調査では円面硯の出土が見ら
れるなど、今次調査では直接的資料の出土が無いとはいえ、官衙に関連した施設の存在を考える
ことのできる調査結果であった。このように、 次・ 次の 回に亘る調査とこれによって検出
された多くの遺構からは、本遺跡を新居郡における官衙関連施設として再評価できたことになる。

さらに当時の政治的背景として取りざたされる、南海道との関係も考慮しておかなければなら
ない。池の内遺跡周辺における南海道の推定地は、現在の国道 号線の南に並列している町道で
あり（池内 ）、最も南側に位置する 区とは直線距離で南側へ 程離れた近接地である。
現状では直接的関係を示す根拠はないが、今後はその関連についても検討が期待されることにな
ろう。

第 節 中世
中世の遺構と遺物

今回の報告では 区中央で柱穴 基（ ）と土坑 基（ ）が確認されているのみで
ある（第 図）。 次調査では瓦器の皿や碗が確認されているが、やはりここでも少量の
出土にすぎないため、この段階の大規模な遺構群が残されていた事は考えにくいだろう。なお、
今次調査で確認された遺構のうち については、残存状況が良好ではないものの安定した底
面をもち、完形品の土師皿や土師杯が各 点ずつ、側壁に接するように出土している。こうした
検出状況からは墓として機能した可能性も指摘できるが、平面形などからは柱穴祭祀と考えるこ
ともでき、現状では類例を待つこととしたい。

なお、中世の遺物は遺構外出土として青磁碗や瓦器碗などがあるが、瓦器碗については 次調



査区第 地区でも出土しており、さらにここでは瓦器皿も出土している（大滝ほか の図
の ）。今次調査のものは表面風化が著しく、器面の調整などが残されていないために詳
細は不明であるが、 次調査出土の瓦器碗は外面に指頭圧痕、内面に暗文が認められている。実
測図の判断からは和泉型瓦器碗の範疇でとらえられ、このことからは概ね 世紀段階に位置づけ
ることができる。ただし、 次調査で確認されたものについては明確な時期認定ができないため、
ここでは年代観についてはあくまでも参考事例として提示しておく。
土師器の年代観

ここで 出土の土師器について触れておきたいが、本地域における土師器の杯については、
丸毛のぞみ氏による詳細な研究がある（丸毛 ）。丸毛氏は松山平野と今治平野における土師
器の杯を細分しており、その分類を参照するならば 出土の土師器の杯（第 図 ）につ
いては、坏 に比定できると考えられる。詳細は氏の論考に譲るが、坏 は 世紀から 世
紀にかけて存続しており、時間の経過とともに系譜上の分化を遂げながらも型式学的な変遷を追
うことができるようである。今次調査で確認された土師器の杯については、残存状況からは不明
な点が多いものの、底部回転糸切りと考えられること、底部が若干の丸みを帯びて口縁部が直線
的に立ち上がることなどから、概ね丸毛編年の 期（ 世紀）に位置づけられるようで
ある。氏は坏 について細分を行っているが、今回の資料からは上記理由からその判断ができ
ないため、現状ではこの段階に含まれることに留めておきたい。

そこでこれに伴う土師器の皿が問題となるが、これは回転ヘラ切り痕を残すもので、製作上の
観点からは比較的古段階に位置づけられるものである。こうした皿と杯の共伴関係が妥当性を持
つものかは判断の難しいものであるが、本地域における土師器の皿に関する諸研究が確立されて
いないこともあり、ここでは今後の課題として提起しておくこととしたい。

第 節 近世
近世陶磁器

近世の遺構については確認できていないが、縄文 古代段階の遺物包含層の上位にある堆積層
から、主には 世紀段階と考えられる近世陶磁器が確認できている。今回は 点の遺物を紹介し
ており、これらについて簡単にまとめておく。なお、今回の遺物記載にあたっては、愛媛県歴史
文化博物館の石岡ひとみ氏に多くのご教示を賜ったことを記しておきたい。

今回報告した近世陶磁器には、碗、皿、蓋（碗に伴うもの）、擂鉢、片口鉢がある。 ・ ・
・ ・ は肥前系のもので、碗（端反碗を含む）、蓋、皿が認められる。この他には砥部焼

と考えられる輪花皿（ ）、波佐見焼の碗（ ）、明石・堺系の擂鉢（ ）、在地系のものと考
えられる片口鉢（ ）がある。年代観は概ね 世紀段階の ・ ・ 、 世紀段階の ・

・ ・ 、年代不明の に分けられるようで、全て近世後期の段階に位置づけられると考
えてよいだろう。

また、今次調査では近世段階の建造物などは確認されず、集落などが存在した根拠を見出すこ
とはできない。また、多くの遺物は縄文・古代遺構検出面までの機械掘削による作業の過程で確



認されたもので、厳密な出土層位を把握することはできていないが、堆積層の状況から判断すれ
ば近世から近代にかけて農耕地として開発を受けた可能性も指摘できる。現状ではこれら遺物が
どのような経緯で残されたのかを判断するのは難しいが、種々の陶磁器類の存在は、江戸時代に
おける飯岡台地の農地開発に関連するものと考えられよう。
砥部焼

これら資料の考古学的類例については非常に少なく、周辺の事例としては松山城やその周辺で
の発掘調査、砥部焼や西岡焼などの近世窯跡の調査があるほかは少数である。したがって、今回
の出土資料から周辺との関連を考察するのは困難であるが、注意しておきたい現象として砥部焼
の可能性がある輪花皿（ ）の存在があるだろう。

この輪花皿は内面見込み部には水面と岩が表現された山水文や、口唇端部には口銹が施された
もので 年段階に位置づけられる。砥部焼については石岡氏の詳細な研究があるが、砥
部焼の皿については皿 皿 までの 分類 細分で理解されており（石岡 ）、本資料に類
似するものは型打による輪花皿である皿 に比定できるであろう。また、編年上では皿 の
出現で特徴づけられる石岡編年 期前半（ 年代、石岡 ）に比定できると考えら
れよう。

資料数が少ないため、現状で砥部焼の可能性を指摘できるのは本資料の 点のみであるが、砥
部焼の変遷を考えた時、石岡編年 期から 期に至る過程で量産化を目的とした型打の技術が採
用されるなど、可能性の範囲を逸脱しないとはいえ、石岡編年 期の資料を本遺跡で確認したこ
とは、砥部焼の変遷や流通を考える上でも看過できないことであろう。なお、石岡氏は江戸後期
になると松山城下や農村部にも砥部焼の流通が拡大した可能性を指摘しているほか、砥部焼流通
の解釈が考古学的調査によって可能となることも述べている（石岡 ）。この点で西条藩領
内における砥部焼の抽出作業は、歴史学上では欠くことのできない基礎作業となるであろう。

第 節 まとめ
今回の報告では、主に古代の官衙関連遺構を確認することができた。その内容は 棟を数える

掘立柱建物や 基の住居、約 基の土坑・柱穴などが検出されたもので、この一帯に中規模建
物群が存在していた事を考えることができた。また、今次発掘の成果はあくまでも官衙関連施設
としての評価の域を出るものではなく、先行して行われた 次調査の成果がここでは大きく寄与
しており、これと関連づけて 次調査を位置づけることができたことは、先行調査の有意性をも
高めたことになった。また、今次調査で確認された縄文時代晩期中葉の一括資料検出も大きな成
果の一つで、今後は池の内遺跡 次調査における ・ 段階として地域編年に大きく寄与す
ることになろう。

また、本調査に並行して行われた立会調査の際に、 区中央の地下約 の地点で得られた土
壌から広域降下火山灰を検出する理化学分析を行っている（第 章第 節）。分析は火山灰考古
学研究所によって行われ、姶良 火山灰（ ，約 万年前）、鬼界アカホヤ火山灰（ ，
約 年前）、阿蘇 テフラ（ ，約 万年前）、鬼界葛原テフラ（ ，約 万年前）



といった、複数の火山ガラスが混在する可能性を示唆できた。ただし、これらはすべて地下
の同一層準から検出されたもので、この状況は飯岡台地の基盤となる砂礫層が、その形成過程で
二次堆積土を含むことを示すものである。そこで今次調査における最も古い段階の遺物に触れて
おく。それは掘立柱建造物 の柱穴から出土した 点の押型文土器である（第 図 ）。この
遺物は縄文時代早期後半に所属するもので、鬼界アカホヤ火山灰の二次堆積土の形成後にこれが
残されたということは、縄文時代早期の遺跡が存在していた根拠を失う可能性も生じることにな
る。ただし、押型文土器が確認された地点はテフラ検出地点の西約 の地点であり、堆積環
境と遺物出土の関連を直ちに判断することはできない。この場合、飯岡台地で広域に形成される
黄褐色礫混じり土（砂礫層）の形成は、より複雑な過程を経ていると解釈すべきである。追証が
難しい課題ではあるが、今後の周辺での調査に期待することとしたい。

さらに、今回の発掘面積 と 次調査の発掘面積 を合わせて、池の内遺跡では
もの面積が調査されたことになった。これは南北約 、東西約 の範囲に及ぶも

ので、試掘調査などを行っていない区域があるものの、各調査区の間に残された未調査地にはま
だ多くの遺構が残されていることが考えられ、さらには 次調査区 区西の状況からは、遺跡の
広がりがさらに西へ延伸することも考慮しておかなければならない。今後の開発行為には慎重な
対応が迫られることになろう。
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