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刊行にあたって

　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターでは、愛媛県内において埋蔵文

化財の調査研究及び埋蔵文化財に対する保護思想の普及・啓発を目的に業

務を進めております。

　当センターの調査成果につきましては、調査報告書として公表するとと

もに、調査の概要は年報『愛
え ひ め

比売』に掲載し、さらに発掘調査に伴う現地説

明会、速報展、特別展等を行い、埋蔵文化財保護思想の普及・啓発に努め

ております。

　このたび、当センター職員の埋蔵文化財に関する日頃の研究成果をまと

めた『紀要愛媛』第10号を刊行することとなりました。

　今号では、龍を描いた弥生土器が出土した新谷森ノ前遺跡の速報をはじ

め、研究ノート、資料紹介などを掲載しています。

　この研究紀要が、歴史や考古学の研究に当たる多くの方々に御活用いた

だければ幸いに存じます。

　最後になりましたが、今後とも関係諸機関並びに関係者の皆様に御協力

と御指導を賜りますようお願い申し上げます。

… 平成26年５月

… 公益財団法人　愛媛県埋蔵文化財センター
… 理事長　　　前園　實知雄
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愛媛県池ノ岡遺跡の後期旧石器時代遺物
−木村剛朗採集資料の紹介−

多田…仁

１　はじめに
　ここに紹介する資料は、2007年に他界された木村剛朗氏の採集資料である。氏は高知県西部か
ら愛媛県南部を中心として活躍された考古学者で、主には縄文時代の研究者として実績を数多く
残された人物である（木村1987・1995・2003ほか）。氏は1970年代から2000年頃までフィールド内
の詳細な分布調査を行っており、その際に集積された考古資料は、氏の亡くなられた直後に高知
県歴史民俗資料館と愛媛県歴史文化博物館に寄贈された。氏は多くの資料を自身の著書で公開し
ており、地域研究史に大きく貢献していることは述べるまでもないが、改めて寄贈された資料を
実見した際に新資料を見出すことができた。
　報告する新資料は愛媛県歴史文化博物館に寄贈されたもので、愛媛県宇和島市津島町御内に所
在する池ノ岡遺跡A地点で採集されたものである。詳細は後述するが、本稿で取り上げたのはナ
イフ形石器1点、細石刃剥離に伴う作業面再生剥片2点で、すべて西南四国域で産出する頁岩製の
ものである。既に池ノ岡遺跡では後期旧石器時代後半期から細石刃石器群に所属する遺物は確認
されているが（木村1979ほか、多田1995、橘1991）、新たな知見を得る遺物であることを重視して
ここに報告するものである。

２　池ノ岡遺跡A地点
　池ノ岡遺跡は愛媛県の豊
後水道側へ流れる岩松川
と、高知県側の同水道に流
れる松田川の分水嶺に展開
する御槇盆地の北西部にあ
る。盆地の北西部には音無
山を望み、遺跡はその南側
へ形成された広大な扇状地
に立地している（図1）。
　池ノ岡遺跡の発見は古
く、1930年に長山源雄氏が
採集した石斧を紹介したこ
とによって遺跡として周知
される（長山1930）。1970年 図1　遺跡分布図（1：25,000）
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1.池ノ岡遺跡A地点
2.池ノ岡遺跡B地点
3.影平遺跡A地点
4.影平遺跡B地点
5.影平遺跡C地点
6.影平遺跡D地点
7.中駄場遺跡
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代になってからは木村剛朗氏と山口将仁氏によって採集遺物の資料化とその解釈が進められ、後
期旧石器時代から縄文時代の複合遺跡として評価されてきた（木村1995ほか、山口1990）。特に旧
石器時代研究については、木村氏が池ノ岡遺跡採集のナイフ形石器を後期旧石器時代後半期の中
頃（木村編年の第2段階）に位置づけている（木村1995）。また、多田は細石刃石器群関連の採集資
料を報告するなかで、本遺跡において確認される船野型細石刃核とこれに伴うと考えられるスク
レイパーや石斧の存在から、東九州からの直接的な技術伝播を考えた（多田1995・2008a・bほか、
橘・多田2013）。さらに1990年代からは、池ノ岡遺跡と隣接する影平遺跡において別府大学と津
島町教育委員会による発掘調査が断続的に実施され、池ノ岡遺跡VIII層（第I文化層）と影平遺跡C
地点IIIa層（第1文化層）で後期旧石器時代の遺物包含層を確認するに至った（橘1991・1992）。また、
池ノ岡遺跡の東方約700mの中駄場遺跡でも、発掘調査によって後期旧石器時代後半期の遺物包
含層（第III層）が確認されている（多田1999）。ここではナイフ形石器を主体とする石器ブロックが
検出されたばかりでなく、広域降下火山灰である姶良Tn火山灰が検出されている。
　本節では後期旧石器時代の調査研究について簡単に振り返ったが、池ノ岡遺跡を含む御槇盆地
では後期旧石器時代後半期（ナイフ形石器・細石刃石器群）から縄文時代後期に至るまでの遺構・
遺物が確認されており、部分的ではあるが層位的な遺物の検出を得た成果もあった。そして、発
掘調査による広域降下火山灰の検出は、御槇盆地を含めた西南四国における層位編年を可能とす
る重要な発見となっている。研究の現状をみると、2006年に行われた別府大学による池ノ岡遺跡
の調査が最新の追資料で（橘2007）、その後の目立った調査事例は知られていない。やはり、今後
も地道な確認・集成作業は不可欠であろう。

３　採集資料
ナイフ形石器（図2の1）

　ノの字状となる縦長剥片を素材としたもので、右側縁下部と左側縁部にブランティングが施さ
れたものである。右側部には刃部があり、先端部と基部ともに尖鋭性をもつ形状となっている。
右側部におけるブランティングの調整角は73度、左側部のそれは72度、刃部角は55度を測る。裏
面には調整剥離が認められず、素材時の主要剥離面が全面に残されている。最大長3.0cm、最大
幅1.1cm、最大厚0.5cm、重量1.34g。石材には黄褐色風化面となる頁岩が用いられている。
作業面再生剥片（図2の2・3）

　2は単剥離打面をもつもので、背面には細石刃剥離作業面が残されている。細石刃の剥離方向
は、本体からみて左側部上方からのものであり、この剥離方向から考えれば、作業面再生の剥離
作業は細石刃核本体の右側部上方から斜状に加撃されたことがわかる。基本的に船野技法による
作業面再生は、打面側からの垂下方向の加撃によって行われているが、これはそれと異なるもの
である。また、主要剥離面の右側部には横位方向からの打点が残されているが、これは本体の剥
離に伴うものではないと考えられる。つまり、横位方向からの剥離を試みたが、この剥片を剥離
するに至らなかった結果残されたものと考えられよう。最大長3.2cm、最大幅2.6cm、最大厚0.9cm、
重量5.41g。石材には淡褐色風化面となる頁岩が用いられている。
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　3は複剥離打面をもつもので、背面左側部に細石刃剥離作業面が残されているものである。細
石刃の剥離方向は本体上方からのものであるが、細石刃剥離面が偏りを見せることから、作業面
から側面にかけて大きく再生作業が行われたことがわかる。また、表面右側部に残る剥離面から
は、大まかな側面調整が行われていたことも判断できる。最大長3.8cm、最大幅3.8cm、最大厚0.9cm、
重量9.68g。石材には黄褐色風化面となる頁岩が用いられている。

４　資料の評価
　本稿で紹介した旧石器時代遺物は、後期旧石器時代後半期のナイフ形石器と細石刃石器群段階
の作業面再生剥片である。この段階の遺物はすでに池ノ岡遺跡で発見事例はあるが、ここで改め
て既存資料との関連を含めてその位置づけを行っておきたい。
　ナイフ形石器については、その法量から小型なナイフ形石器の一群に帰属するものと考えられ、
木村氏の編年に従えば後期旧石器時代の第3段階に位置づけられる（木村2003）。この段階は縦長
または横長剥片を素材としたナイフ形石器を主体としており、氏によれば部分加工も認められる
ようである。なお、同じ段階としては影平遺跡C地点IIIa層（第1文化層）と中駄場遺跡第III層があ
り、このうち中駄場遺跡では今回報告したナイフ形石器と同じく、小型な縦長剥片を素材とした
ナイフ形石器が含まれている。この点は編年を対比する上でも良好な材料となろう。また、先行
して発見されている本遺跡のナイフ形石器については、木村氏は第2段階に位置づけており、本
報告のそれよりも古相の所産として扱うことができよう（木村2003）。

図2　池ノ岡遺跡A地点の採集石器
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1.ナイフ形石器　2・3.作業面再生剥片
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　細石刃石器群に帰属する図2の2・3は、細石刃剥離作業に伴って生じる作業面再生剥片である。
これらはその諸特徴から船野技法によるものと判断できるが、普遍的な資料と異なる点も認めら
れている。まずは2であるが、通常の船野技法による作業面再生は、細石刃剥離作業面の頭部に
接する面を打面として垂下方向に剥離が行われている。しかし、本資料は斜状に加撃されて剥離
したものである。さらに主要剥離面には横位方向からの打点が残されているが、これをみても本
体の斜状方向からの加撃によって再生が試みられたと判断できよう。また、3は打面側から直下
に加撃されているものの、細石刃剥離作業面から側面にかけての剥離痕が残されており、船野技
法に普遍的な横断面三角形状となる作業面再生剥片とは形状が異なる。さらに残される打面は複
剥離打面である。
　以上のように、2点の石器からは斜状または横位方向の調整があること、細石刃剥離作業面か
ら側面部までを取り込んだ剥離面を残すこと、複剥離打面を残すことがとらえられた。これらは
船野技法とは異なる点と理解されがちだが、大分県松山遺跡で得られた豊富な接合資料を改めて
振り返ってみると、本稿のような事例が生じることは容易に理解できる（図3、橘1990）。
　まず斜状または横位方向からの加撃による再生作業であるが、前掲報告の第14図475と第46図3
の細石刃核をみると、本体の中間部に横位方向の剥離痕が残されていることがわかる。これら横
位方向の剥離は、池ノ岡資料と僅かに異なる状況ではあるが、松山例にみる調整は細石刃剥離を
継続させるためのものであり、剥離痕が作業面側に集中して残されていることから考えても、剥
離角の補正を意図した調整であることには間違いない。また、ブランク（調整段階）においても横
位方向の加撃による調整剥離の事例がある（橘1990の第39図、個体別資料No.21）。つまり、今回
報告した資料のように、上方からの加撃による作業面再生ばかりでなく、横位あるいは斜状に加
撃がなされる場合もこれらの事例から導き出すことができよう。
　次に側面を取り込む現象であるが、これは松山遺跡の個体別資料No.39（橘1990の第31図）の事
例が類似するだろう。これら接合資料をみると、作業面再生作業は細石刃核本体の打面側から見
たときに凸レンズ断面状に整えることが意図され、複数の再生剥片の打面部が鋭角または直行す
るように接合する結果となる。これは松山遺跡の個体別資料No.21（橘1990の第39図）をみても同
様で、これらはブランク段階の資料であるが、打面に並列するような剥離を繰り返すのみではな
いことを示している。図2の3のように作業面から側面までを取り込む調整剥片が生じることは、
船野技法の工程において起こり得る現象であると理解できよう。
　複剥離打面をもつ作業面再生剥片が生じる点については、これも松山遺跡の個体別資料No.21
（橘1990の第37図）の遺物で説明が可能である。船野技法による細石刃核とブランクは、基本的に
単剥離打面を残しているが、粗割の段階で平坦面の作出を意図した時、必ずしも一回の加撃で分
割面が形成されるわけではなく、これを繰り返した結果、複剥離打面となる場合がある。船野技
法では細石刃剥離に伴う打面調整が行われないことが、基本的かつ普遍的な技術基盤として備
わっており、船野技法の打面作出とその様相を詳細に把握すれば、直ちに複剥離打面＝打面調整
の存在を意味するものではないことが容易に理解できよう。
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図3　大分県松山遺跡の類例（橘1990）
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橘1990の第46図3

橘1990の第39図個体No.21

橘1990の第31図個体No.39

橘1990の第37図個体No.21
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５　まとめ
　本稿では池ノ岡遺跡におけるナイフ形石器と細石刃剥離作業面に伴う作業面再生剥片を報告し
た。そして、ナイフ形石器については木村編年第3段階に帰属することが考えられた。ここで御
槇盆地における後期旧石器時代後半期の編年観をまとめると、池ノ岡遺跡第I文化層→池ノ岡遺
跡1979年木村報告資料→影平遺跡C地点第1文化層・中駄場遺跡第III層・池ノ岡遺跡の図2の1の
ような時間的変遷が考えられる。これに後出するのは池ノ岡遺跡で確認されている各種の細石刃
石器群で、細石刃石器群の編年細分は難しいものの、ここでの重要な成果は東九州で認められる
船野技法と細部に至るまで共通することが考えられたことであろう。

　今回の報告にあたっては愛媛県歴史文化博物館のご理解を得ることができた。また、学芸員で
ある兵頭勲氏には、報告にあたって様々なご配慮とご協力をいただいた。ここに記して感謝した
い。
… （2014年3月31日）
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在地系安山岩を利用した石器の位置づけ

矢部俊一

１　はじめに
　筆者は縄文時代の打製石鍬、横刃型刃器
類を蒐集、研究する中で縄文時代後期のあ
る段階以降、粗質の安山岩を利用した石器
が増加するのではと考え、瀬戸内海沿岸を
中心にその動向に注意を払っていた。
　瀬戸内海沿岸ではサヌカイト、安山岩の
産出地が点的に認められることが古くから
指摘されており（Koto… 1916）、藁科哲男氏
の産地同定や（藁科2010ほか）、竹広文明氏
の踏査などにより、徐々に安山岩産出地の
実態が解明されつつある（竹広2013ほか）。

２　在地系安山岩の定義
　まず、在地系安山岩に関する定義を行いたい。これまで見てきた資料の中で在地系安山岩を利
用した石器、及び石器石材には次の特徴が見られる。①節理が発達するなど、縄文時代後期以前
は石器素材として用いられることの少ない石材であること。②分布範囲は原産地と推定される場
所からおよそ50km以内であること。③石材は主にスクレイパー、打製石鍬（打製石斧）、横刃型
刃器といった、後期以降に増加あるいは大型傾向となる器種に用いられやすいことである。また、
発達した節理や、色調など肉眼観察で認められる特徴から、広域流通を行う安山岩との区別は容
易である1）。筆者が確認した西日本のいくつかの遺跡を例に挙げれば、瀬戸内海沿岸の岩田遺跡
ではサヌカイトに似た珪質砂岩を使用した石器が認められている（潮見・藤田1955）。また、鳥取
県目久見遺跡では弥生時代以降、節理の発達した安山岩が石材として利用されている（図1、加茂
川改良工事関係埋蔵文化財発掘調査団1986）。

３　愛媛県における在地系安山岩製石器の出現と分布
　麻生小学校南遺跡を調査した長井数秋氏は、この地域で採取可能な安山岩に類似する石材が使
用された石器が存在する可能性を指摘した（相原1998、長井ほか1995）。北井門遺跡2次の調査を
行った多田仁氏は、この石材を用いた石器にコーングロスが発達する現象を指摘し、特に収穫具
に用いられやすい石材である可能性を指摘している。また、同様の風化面を持つ石器を調査し、
この石器が特に弥生時代前期から中期にかけての松山平野で用いられる傾向にあることを指摘し
た（多田ほか2012）。

図1　安山岩の分布

200km

150km

100km

50km

金山

障子山系長島蒲井系

大山系

0 100km
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　次にこの石材が採取可能な障子山および、
障子山北麓からどのくらいの範囲で広がり
を持つかについて述べていく2）（図2）。
　現在のところ、この石材が見つかっている
遺跡の北限は土居窪遺跡（眞鍋ほか2002）、西
限は横田遺跡、斎院烏山遺跡であり、障子山
および、障子山北麓から約15km以内の松山
平野内に限定されている。また、障子山から
5km以内では遺跡や遺物が見つかっていない
ことも、石材の入手を考える上で興味深い。

４　松山平野における石材の使い分け
　斎院烏山遺跡や北井門遺跡2次ではスクレ
イパーを対象に、在地系石材と考えられる安
山岩と、非在地系石材であるサヌカイトの使
用に差異があることが認められている。すな
わちサヌカイトを利用したスクレイパーは

在地系石材を利用した石器に比べ、小型であるとされる（梅木ほか1994、多田ほか2012）。
　このことから、筆者はこの前後の時期に急増する大型石器類の需要に対応するために在地系石
材の開発が行われたのではないかと考えた。これら大型石器類の多くは台石技法による素材獲得
と、刃部形成が行われた（久保田2004・2007）、いわゆる粗雑な石器であり、石材の質よりも荒割
や使用による減損に耐えるだけの量が必要とされる。
　そのため、この特徴を最もよく反映する要素として重量に着目し、北井門遺跡2次出土のスク
レイパー、打製石鍬、石庖丁について分析を行った。また、その前段階である縄文時代晩期との
違いを明確にするために、北井門遺跡2次、大渕遺跡出土遺物（栗田ほか2000）についてもスクレ
イパーと打製石鍬の法量を分析した。
　北井門遺跡2次では先の指摘の通り、特に小型のスクレイパーにサヌカイトの使用が認められ、
在地系安山岩はおよそ50g以上の石材に用いられる傾向にある。縄文時代晩期のスクレイパーに
関しては良好な資料に恵まれず、様相が不明な点がある。その中で松山市北部の大渕遺跡では、
包含層資料が大半を占めるものの、その時期はほぼ縄文時代晩期後半に限定され弥生時代直前の
様相を知る上で有効であると考えられる。スクレイパーに使用されている石材は全て非在地系の
石材であり、概ね50g以下の小型品が多いという結果が得られた。
　打製石鍬は、縄文時代晩期以降継続的に使用されている。使用される石材は片岩類が圧倒的に
多く、これは松山平野全域で、縄文時代後・晩期以降見られる特徴でもある。重量は50 ～100g
のものが多いが、100 ～200gの大型品も一定量存在し、重量による石材の使い分けや時期による
石材の変化は見られない。

図2　障子山系安山岩の分布範囲

斎院烏山遺跡

土居窪遺跡
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　なお、北井門遺跡2次（多田ほか2012）や久米高畑遺跡36次（橋本2013）では縄文時代晩期の遺構
から在地系安山岩製の打製石鍬が出土しており、この石材の利用が縄文時代晩期に遡る可能性も
考えられる。しかし、石鍬の石材組成を検討すると安山岩製石鍬は片岩製石鍬の補完的な立場で
あった可能性が高い。

５　考察
　松山平野では遺跡により、出
土量などに差があるが、いくつ
かの仮説を提示しておきたい。
まず、石材の入手方法である。
重信川流域に出土が多く見られ
ること、石器に残る原礫面の様
相から、素材の採取は主に河川
の転石を利用したものと考えら
れる3）。ただし、転石の供給を想
定しにくい石手川以北でも安山
岩製石器の出土が認められるこ
とから、交易による石材獲得の
可能性も考慮する必要がある。
　次に石材と器種、法量の関係
について述べていきたい。打製
石鍬、スクレイパーなどに代表
される打製刃器類は縄文時代後
期以降、大型化、加工の粗雑化
が指摘されている（春成1969）。
打製石鍬は、松山平野では片岩
系素材が主に用いられており、
在地系安山岩が開発された後もその傾向は変わらない。弥生時代以前のスクレイパーは非在地系
石材である黒耀石、サヌカイトを用いた小型品が使用されていたが、これ以後、在地系安山岩を
用いた大型品が使用されている。
　縄文時代晩期の小型スクレイパーと弥生時代のそれは、サイズや形態、加工技術の点で違いが
見いだせない（図3）。
　このことから、弥生時代前期に見られる小型の非在地系石材を用いたスクレイパーは、縄文時
代晩期からの伝統として理解しておきたい。一方で、弥生時代前期には、容易に入手できる石材
が、多量に必要とされる新たな現象が認められ、その背景にはこれまでとは異なる生業形態のあ
り方や、流通システムの変化があったことを想定しておきたい。

図3　松山平野のスクレイパーと大型刃器類
（栗田ほか2000、多田ほか2012より再トレース）
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６　おわりに
　本稿で紹介した障子山系安山岩の産出地点は、原産地遺跡として認定されてはいない。この背
景には、石材獲得のあり方が河川礫の採取を主体としたものである可能性が高いためだと考えら
れる。このタイプの石材を産出する場所が原産地遺跡としての性格をもつかどうかについては、
今後明らかにしなければならない課題といえる。
　本稿を執筆するにあたり、障子山への露頭見学や、遺物の特徴、資料紹介など多田氏には多く
の点でご教示いただきました。また、大山系の安山岩に関しては米子市教育委員会の佐伯純也氏
にご教示を頂きました。最後に記してお礼申し上げます。

… （2014年4月15日）

註
1）　山口県では田ノ浦遺跡において、産地同定により、長島蒲井産の安山岩が用いられた可能性が指摘されてい

る（石井2007）。また、鳥取県大山付近では、特徴的な節理が発達する安山岩の露頭が存在する可能性があるこ

とをご教示いただいた。

2）　なお、障子山から北西約5kmの地点には良質の安山岩産地と考えられる松山市久谷町中井谷が存在し（藁科

2010）、今後産地同定研究などの蓄積が期待される。

3）　障子山北麓の八倉周辺でも良質の安山岩が転石として存在することを多田氏よりご教示いただいた。
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愛媛県今治市新谷森ノ前遺跡の2次調査速報
−平成24年度調査における弥生時代後期の一様相−

沖野…実　多田…仁

１　調査の経緯と経過
　新谷森ノ前遺跡2次調査は、愛媛県知事の依頼を受け、「平成24年度松山管内埋蔵文化財調査委
託」として公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターが受託し、平成24年10月1日から平成25年3月
25日まで発掘調査を行った。さらに平成25年度も契約を継続し、4区・5区・6区の調査を行って
いる。本稿で主に報告する弥生時代後期前葉の遺構・遺物が確認された新谷森ノ前遺跡2次2区は、
平成24年10月1日から平成25年3月25日まで発掘調査を行ったもので、今治市道の南北に調査区が
設定され、北側から順次調査を進めた。なお、調査期間中には弥生時代中期・後期、古代、近世
の各種遺構・遺物が認められ、丘陵部では弥生時代中期・後期の竪穴建物、古代の建造物群が、
谷部では主に弥生時代の溝及び柱穴・土坑が確認されている。また、環境及び植生の情報を得る
ために花粉・プラントオパール等の自然科学分析も行っている。なお、本稿で報告する調査内容
については、弥生時代後期における絵画土器の報告が中心であり、これに関連した事象について
のみ触れておくことをご了承願いたい。

２　遺跡周辺の環境
　新谷森ノ前遺跡の所在する今治平野は、高縄半島北東部に位置し、その南麓にあたる鈍川渓谷
を水源に持つ蒼社川・頓田川周辺に展開している。地質帯では第四系にあたり、高縄山系を形成
する領家花崗岩類を侵食した河川から流出した風化土壌が堆積し、燧灘に向けて沖積平野が拡が
る。平野部南西には高縄山麓から緩やかに延びる五十嵐丘陵など多数の小丘陵が発達し、新谷森
ノ前遺跡は五十嵐丘陵南東部の丘陵裾部及び裾部から広がる沖積低地上に位置する。新谷森ノ前
遺跡周辺では、弥生時代後期の犬塚式土器の標式遺跡である犬塚遺跡、弥生時代中期の中寺式土
器の標式遺跡である中寺遺跡、中広形銅矛が2口出土した別所新池遺跡、細形銅剣が1口出土した
鷹取神社裏山遺跡、弥生時代前期の環濠が確認された姫坂遺跡等、多数の重要な遺跡が認められ
る地域である。周辺における近年の調査では、古谷尾ノ端遺跡において弥生時代中期の細形銅剣
が出土し、経田・下経田遺跡では弥生時代後期の平形銅剣の埋納遺構、土器棺墓群、船絵画を描
いた弥生土器等が確認された。また、山間部の古谷犬山谷古墳では古墳時代中期の方墳が認めら
れたほか、この北側の丘陵地では弥生時代中・後期段階集落の調査も行われている（図1）。

３　調査概要
調査区の設定（図2）

　平成24年度に調査を実施した区域は、調査予定地北西側から中央部にかけての丘陵地から沖積
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低地が形成される場所である（図2）。調査面積は8,502m2で、3 ヶ所の小調査区に分けて調査を実
施している。調査区北西側では南北約45m東西約20mの範囲に調査区が設定され（1区）、ここで
は弥生時代後期前葉と古代の遺構と遺物が確認されており、弥生時代における溝と掘立柱建物の
状況や立地から考えれば、当時の集落縁辺部であった可能性が示唆できる。この調査区から南西
側に設定された2区は、南北約80m、東西約70mの範囲で、ここでは弥生時代中期後半・後期前葉、
古代、近世の遺構遺物が検出された。3区は2区の南東側に形成された谷部の対岸に設定された調
査区で、南北約50m、東西約45mの範囲で調査が行われている。ここでは古代の掘立柱建造物群
と溝が検出され、これらの規則的な配列などから官衙関連施設の可能性が考えられている（愛媛
県埋蔵文化財センター2013）。
土層堆積状況（図3）

　図示したA断面は谷地形、B断面は丘陵地における堆積を示すものであるが、A断面では7b・
7e・7d層に弥生時代中期後半、5b・6c・6d・6e層とSD-1が弥生時代後期前葉の堆積として把握で
きた。7b・7e・7d層は谷部に堆積した粘質の強い湿地性堆積土で、この堆積層によって被覆され
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た遺構からは弥生土器とともに木製品や植物遺存体も出土している。この上位にある6c・6d・6e
層は砂質土を含み、5b層も粗砂を多く含むことから、これらは洪水による埋没と判断できる。つ
まり、5・6層については粗砂と細砂を含む洪水起源のものであり、下位に細砂、上位に粗砂の堆
積となる逆級化現象を示すことから、これらは大規模な洪水によって同時に残された可能性があ
ろう。さらに、5b・6e層を削平するSD-1があることから、谷部が洪水によって埋没した直後に溝
が形成されていることになるが、これは弥生時代における災害後の対応を示すものであると思わ
れ、5・6層とSD-1に含まれる弥生土器に時期的な隔たりを見いだせない事も含めて考えると、そ
の対応は比較的迅速に行われた可能性が高いであろう。
　新谷森ノ前遺跡では現在も調査が進められているが、平成25年度の調査では東側に展開する大
規模な谷部においても調査区が設定され、さらには弥生時代中期の溝や古墳時代初頭の水田が洪
水によって埋没する状況も把握されている（愛媛県埋蔵文化財センター2014）。さらなる調査に
よって、本地域における災害の状況を通史的に把握されることが期待される。また、洪水によっ
て埋没したSD-1からは、龍を表記した絵画土器が出土している（図6の1、図7の1）。さらに同様の
ものが洪水による埋没土から1点（図7の3）、SD-1と同時期の竪穴建物から胴部片が1点（図5の10、
図7の2）確認されており、平成25年度の調査でも龍を表記した壺形土器の出土が報告されている

図2　調査区位置図

N

100m0

1    :    2,000

2 区

2 区

2 区

3 区
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（図8、愛媛県埋蔵文化財センター2014）。このことは洪水と龍を表記した土器との関わりを想起
できるもので、当時の思想背景を含めて絵画土器の位置づけを論証していく必要があろう。
遺構の分布状況（図4）

　2区における弥生時代遺構の分布を概観すると、谷部と緩斜面地では溝、丘陵地では竪穴建物
に偏って分布していることがわかる。また、当該期の遺構は2区のほぼ全域で認められるが、丘
陵地では密に分布しており、谷部では比較的希薄な分布を示すようである。
　弥生時代中期後半の竪穴建物は円形プランのものが4棟、さらに土坑などが2区南西側の丘陵部
にあるほか、2区北東側の谷部底面、2区南東側の緩斜面地にも柱穴や土坑が確認されている。高
位には居住関連の遺構、谷部には遺物を多数含む土坑が存在する傾向となろう。
　弥生時代後期前葉の遺構は、方形プランの竪穴建物が1棟（2区SI-5）、溝が2条、土坑などが検出
されている。竪穴建物は2区南西側の丘陵部で確認されているが、南側には緩斜面と谷部が近接
しており、丘陵地に立地しながらも谷部に接するように構築されているようである。溝は2区北
東側の谷部および緩斜面地に形成されており、2条の溝はほぼ並列している。このうち、東側に
ある溝は洪水による埋没を受けており、西側の2区SD-1は洪水直後に形成されている。この溝か
らは遺存状況の良好な弥生土器が多数出土していることから、災害直後の祭祀跡である可能性も
想起できる。以上のように、後期前葉における遺構は詳細にみれば洪水による埋没を受けたもの
とその直後のものに区分でき、今後の分析によって詳細な時期認定が必要となろう。
　なお、本稿で紹介する龍を表記した絵画土器と遺構の関係であるが、平成24年度に確認された
ものは、2区SD-1で1点（図6の1、図7の1）、2区SI-5で1点（図5の10、図7の2）、調査区南側の谷部

A断面 B断面

図3　土層堆積状況

0 1m

1    :    40

1a層　（2.5Y4/1黄灰）表土層。
1b層　（2.5Y5/1黄灰）表土層。
1d層　（10YR4/1褐灰）灰褐色土。旧耕作土層。
2a層　（7.5YR5/1褐灰）赤灰褐色土。旧耕作土層。近代以降か？
2b層　（7.5YR5/3にぶい褐）赤褐色土。旧耕作土層。近代以降か？
2c層　（7.5YR5/6明褐）赤褐色土。旧床土。近代以降か？
2d層　（7.5YR5/4にぶい褐）黄灰褐色土。旧床土。近代以降か？
2f層　（7.5YR4/1褐灰）灰褐色土。旧耕作土。砂質粘土。
2h層　（7.5YR4/6褐）赤灰色土。旧床土。砂質粘土。
2i層　（7.5YR4/3褐）赤灰色土。旧耕作土。砂質粘土。
3b層　（10YR4/1褐灰）灰褐色土。旧耕作土。粗砂を含む。近世以降と考えられる。

4層　（10YR3/1黒褐）暗褐色土。粘性が強い。粗砂を含む。弥生時代の遺物包含層。
5b層　（10YR2/2黒褐）暗褐色土。粗砂を含む。弥生時代の遺物包含層。
5d層　（10YR2/1黒）黒褐色土。砂質粘土。弥生時代の遺物包含層。
6c層　（10YR4/2灰黃褐）灰褐色砂層。洪水堆積。粗砂を含む。　
6d層　（7.5YR4/6褐）赤灰色砂層。洪水堆積。粗砂を含む。
6e層　（10YR5/2灰黃褐）灰色砂層。洪水堆積。粗砂を含む。
7b層　（7.5Y3/2オリーブ黒）暗灰色土。粘性が強い。細砂を含む。弥生時代の遺物包含層。
7d層　（7.5Y3/2オリーブ黒）暗緑灰色土。粗砂を含む。粘性が強い。
7e層　（7.5Y4/2灰オリーブ）緑灰色土。粗砂・小礫を含む。
9a層　（7.5YR4/6褐）明黄褐色土。遺構検出面。花崗岩風化土壌。
9b層　（7.5YR5/6明褐）淡黃褐色土。9a層より粘性が強い。花崗岩風化土壌。
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覆土で1点（図7の3）である。前2者は後期前葉に位置づけられる遺構であり、2区SD-1には多くの
土器が安定して出土している状況であった。この溝から出土した龍が描かれた絵画土器は、溝に
埋納される状態であったと理解できる。2区SI-5は遺構の埋没過程において混入した可能性がある
ほか、南側谷部のものも洪水による埋没土からの出土であり、両者ともに原位置から遊離した可
能性はあるが、いずれも谷部またはそれに近接して出土することは、後述するように龍の表記さ
れた絵画土器の用途に関連すると考えられよう。

N

30m0

1    :    600

B断面

SI-5

A断面

SD-1

図4　新谷森ノ前遺跡2次調査2区の遺構分布状況

谷部
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４　弥生時代後期の遺構と遺物
竪穴建物（2区SI-5）

　2区南側の谷部に隣接して検出された。平面形は方形となるもので、周壁溝、柱穴、竪穴炉が
確認されている（図5）。柱穴は4穴、竪穴炉は1基残されているが、竪穴炉については3ヶ所の不
定形な土坑によって構成されるもので、こうした形態は副次的炉と呼称されるものに共通してい
る（柴田2009、高尾ほか1996）。松山平野では後期後葉から古墳時代初頭に多く認められ、時期は
異なるものの、両平野の共通する現象として指摘しておきたい。
　竪穴建物内からは弥生土器が出土しているが、残存状態の良好な土器は鉢形土器と製塩土器で
ある。鉢形土器は竪穴炉の中央付近と南側周壁溝付近（図5の5・6）、製塩土器は南側壁面付近と
それに近接して出土しており（図5の7・9）、さらに南側壁溝では鉢形土器と製塩土器が接するよ
うに出土している（図版1の4段目右）。竪穴建物の廃棄に伴う祭祀的な意味を内包する状況である
と思われる。また、出土地点の記録が無いために詳細は不明であるが、龍の表記された弥生土器
も出土している（図5の10）。これは現状で胴部片のみの確認であり、竪穴建物内へ意図的に残さ
れた可能性は低いと考えられる。製塩土器について今治平野での出土事例をみると、海浜部に近
接した遺跡に多く認められるようで、今回のように山間部で出土することは数少ない事例である。
溝（2区SD-1）

　2区北側の谷部斜面で検出されたもので、平面形は西側に蛇行して緩やかな曲線状となる（図6）。
最大長約27m、最大幅は約1～1.5m、最大深度約0.5mを測り、底面には流水による侵食が筋状となっ
て各所に残されている。溝内からは大量の弥生土器が出土しており、多くはその残存状態が良好
で、埋没過程で溝内に遠距離から混在したものではなく、意図的に据え置かれるように配置され
た可能性が高い。また、遺物の平面分布をみても密な部分が形成される状況も認められ、一部の
まとまりについては龍を記した絵画土器が含まれていることも、意図的な配置の可能性を示唆す
るものであろう（図版2の2段目）。

５　龍の描かれた絵画土器
2区SD-1出土の壺形土器（図7の1）

　2体の龍が描かれた壺形土器で、2区SD-1から出土したものである。口縁部が外反して端部を水
平に形成するもので、胴部最大幅は中間部からわずか上位で測る。頸部には3条の沈線文が巡り、
器面の調整は認められないが、絵画の表記に伴ってナデにより消された可能性があろう。なお、
龍は土器本体の胴部上位に2体が描かれており、本稿では龍Aと龍Bに呼び分けておく。
　龍Aは頭部がほぼ水平になり、ツノを表現したと考えられる2本は外方に開くように描かれて
いる。刺突による目の表現は1ヶ所施され、4本の足を表現したと思われる線刻は前方に伸び、胴
部は中間部で線刻が残されていない。ヒレを表現したと思われる4条の沈線は、2本を一単位とし
て対象方向に曲線を描いている。龍Bは頭部から後足までをS字状の曲線によって描かれたもの
で、後足は胴部の延長線上にある。頭部も曲線的であるが口の末端部は尖るようになり、目の表
現は2ヶ所の刺突による。ツノは2本ともに曲線的に垂下し、ヒレは龍Aと同様に2本一単位で対
象方向に弧状となる。
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1　黒褐色 [10YR3/2] 砂質粘土　2　暗褐色 [10YR3/3] 砂質粘土　3　褐色 [10YR4/6] 砂質粘土　4　黒褐色 [10YR2/2] 砂質粘土　5　褐色 [10YR4/4] 砂質粘土

31.700m
S N

1（壁溝）

1（壁溝）3 4

5 3 2炉

31.700m
E W

2 3 4 4

3
2

柱穴 土坑1（壁溝）
炉

1（壁溝）3

W E

N

S

4

6

2

7

593

1

1・2.壺形土器 3.甕形土器　
4.高杯形土器 5・6.鉢形土器　
7～9.製塩土器 10.器種不明 7 8 9

104

6

5

3

21

N

0 1m

1    :    50

0 10cm

1    :    4

1～9

100 5cm

1    :    3

図5　2区SI-5と出土遺物
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　この2体の龍をみると、ツノ、ヒレ、足の数は類似しており、ヒレと足については表現方法も
類似している。また、胴部の表現については龍Aが中間部で途切れた状態となっているものの、
後足に至るまでの全体形から判断すれば、2体ともにS字状に表現されたと判断して良いだろう。
異なる点をみると、目は龍Aが1ヶ所で龍Bが2ヶ所、ツノは龍Aが対象に開き、龍Bが2本ともに
垂下していることであろう。さらに詳細に見れば頭部の形状もわずかに異なるようである。
2区SI-5出土の絵画土器片（図7の2）

　弥生時代後期前葉の竪穴建物から出土したものである。胴部片であり、本来の器種や詳細な型
式は不明である。絵画は龍の胴部下半とヒレの表記が残されたもので、弧状となる胴部と対照的
に開くヒレの状況が確認できる。この個体は図7の1に描かれた龍Bに類似している。
2区南側谷部出土の絵画土器片（図7の3）

　中・近世の遺構面を被覆する堆積層から確認されたものであるが、周辺に残される遺構などか
ら考えれば、前述したように弥生時代のものとして判断できる。ただし、胴部片のみの確認であ
り、土器の形態などが不明であることから、詳細な時期については今後の検討課題となろう。
　龍の絵画は胴部が曲線的に描かれるもので、目・ツノの表現は認められないが、本実測図の右
方向の尖るように表現された部位が頭部になると考えられる。前足を表現したと考えられる線刻
が2条確認され、一つは末端で二股に表現されている。また、この足よりも下位に残されたもの
は二股にわかれた部分だけが残されていると判断できる。この個体は前2者の時に描かれたもの
とは大きく異なるようであるが、全体型をS字状に描くことや前方に伸びる2本の前足があること
は共通点として捉えることができよう。

６　その他の絵画土器
船の絵画が描かれた弥生土器（図7の4）

　船が描かれた絵画土器は2区東側の谷部覆土から出土したもので、この覆土は粗砂や細砂を含
む洪水によって運搬されてきたものと思われる。この谷部では弥生時代の遺構が検出されていな
いために不明な点もあるが、この谷部の上流では龍の絵画土器（図7の3）が確認されており、その
関連が注視されるだろう。船の絵画は鉢形土器の頸部付近に描かれたもので、絵画の描かれた部
位周辺はミガキまたはナデによって器面の調整が消されている。この絵画は船体を横方向から見
た構図で描かれたようで船首および船尾は上方へ反るように表現されている。縦位方向の14条の
線刻は乗船者を、船底から垂下する沈線1条は櫂を表現したものと考えられる。

７　成果と課題
　平成24年度に行われた調査では、大規模な弥生集落の存在を確認したほか、全国的にも類例の
少ない龍を描いた絵画土器3点が検出できた。龍の絵画は全国で約90例確認されているが、本遺
跡の事例のように2体の龍が1個体の弥生土器に描かれている事例は、可能性のあるものも含めて
国内では3例目であり、さらに土器の年代観からは国内最古の事例であると考えられる。この2体
の龍が描かれる類例については、愛媛県宮前川遺跡津田第II地区と大阪府八尾南遺跡で弥生時代
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後期中葉の壺形土器に描かれたものがあり、2体の龍が交わる交龍図と位置づける考えもある（岡
本ほか2008、永野ほか2009、野口ほか1986）。2体の龍を描く点では新谷例と共通すると思われる
が、宮前川・八尾南例では2体が1面に描かれ、あたかも一つの文様構成をとるようになるのに対
し、新谷例は土器本体の両極面に2体が分離されて描かれており、明確な交龍図の絵画構成とな
る状態である。
　また、国内出土の龍が描かれる絵画土器については、排水溝、埋没谷、井戸、船着場等のよう
な水に関連する遺構から出土することが多いようである（永野ほか2009）。新谷森ノ前遺跡の出土
事例をみても、谷の緩斜面に構築された溝、洪水による埋没土、谷（水辺）に近接した竪穴建物か

龍A

龍B

1

2 3

4

0 10cm

1    :    3

1.SD-1出土の壺形土器（龍）　2.SI-5出土の土器片（龍）　3.南側谷部出土の壺形土器（龍）　4.東側谷部出土の鉢形土器（船）

図7　絵画土器
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図８　平成25年度調査出土の絵画土器
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ら出土していることがわかる。やはり国内の事例と同様に水辺周辺の出土例であり、同時に水辺
の祭祀に使われたことも想定でき、その背景は水神として崇められた龍の思想が反映されたと考
えられよう。
　このように龍の描かれた絵画土器は、中国の交龍図を模倣して水辺の祭祀に利用されたと考え
られ、その製作者は龍の図案を熟知していたばかりでなく、その思想をも忠実に再現できた人物
であることが想定できる1）。さらに、龍が描かれた土器の年代から判断すれば国内最古の龍絵画
であり、国内における龍絵画の研究史においては貴重な発見事例となった。
　平成25年度に行われた調査においても、龍の描かれた絵画土器が1点確認されている（図8、愛
媛県埋蔵文化財センター2014）。この弥生土器も先行調査と同様に弥生時代後期前葉に位置づけ
られるものであるが、土器型式からはより新相に位置づけられるようである。今後もより詳細な
検証は必要であるが、先行調査によって確認された土器との時間幅が見いだせれば、龍絵画の使
用が当地においてある一定期間に継承されたことになる。これは単に文物・思想の流入を指摘す
るのみでなく、ここで定着して築き上げられた祭祀の動態をも論証できることになろう。

　本稿作成にあたっては、愛媛大学の柴田昌児氏から多くのご助言をいただき、有益な意見交換
ができた。また、図5の6～9は氏による実測である。ここに記して感謝申し上げたい。

… （2014年3月31日）

註
1）　柴田昌児氏（愛媛大学）のご教示による。

参考文献
愛媛県埋蔵文化財センター2013『新谷森ノ前遺跡』現地説明会資料

愛媛県埋蔵文化財センター2014『新谷森ノ前遺跡』現地説明会資料

岡本茂史ほか2008『八尾南遺跡』財団法人大阪府文化財センター

柴田昌児2009「松山平野における弥生社会の展開」『国立歴史民俗博物館研究報告』149、国立歴史民俗博物館

高尾和長ほか1996『束本遺跡4次調査　枝松遺跡4次調査』松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

永野…仁ほか2009『倭人のみた龍』大阪府弥生文化博物館図録40、大阪府弥生文化博物館

野口光比古ほか1986『宮前川遺跡』愛媛県埋蔵文化財調査センター

村田幸子2012「弥生時代絵画の一断面」『日本考古学』33、日本考古学協会
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空撮1（北東より）

土層堆積状況1（2区:A断面付近）

遺構分布状況1（2区南側:南より）

2区SI-5

空撮2（2区俯瞰）

土層堆積状況2（2区:B断面付近）

遺構分布状況2（2区南側:北より）

2区SI-5の遺物出土状況

図
版
1
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2区SD-1の遺物出土状況1

2区SD-1の遺物出土状況3

2区SD-1の遺物出土状況5

2区SD-1の遺物出土状況7

2区SD-1の遺物出土状況2

2区SD-1の遺物出土状況4

2区SD-1の遺物出土状況6

2区SD-1の完掘状況

図
版
2
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松山平野出土の瓦器杯

中野良一

１　はじめに
　愛媛県における中世土器の研究は、調査の集中している今治平野と松山平野の遺跡資料を中心
として進められてきた。中世前半においては年代の基準となる遺物の一つに瓦器椀があり、楠葉
型および和泉型の製品が出土している。特に和泉型は12世紀後半から13世紀前半にかけて多量に
出土し、在地土師器椀を凌ぐほどである。このような状況の中で松山平野においては高台を持た
ないタイプの瓦器が少量出土していることがわかっていたが、近年新たな資料が出土し注目され
る。一方の今治平野では、高台を持たない「瓦質の杯」として認識される一群の在地生産土器が知
られているが、同じものは松山平野での出土がほとんどみられないことから、両平野における土
器生産体制の相違点として捉えられている。本稿では、新たに出土の確認された瓦器杯について
その特徴を確認・整理することを目的とする。

２　瓦器杯の特徴
　過去に松山平野で確認された瓦器杯は、古照（こでら）遺跡7次調査や古照ゴウラ遺跡4次調査、
辻町遺跡の12点である1）。今回新たに3遺跡6点の資料が追加できた。
　松山市南江戸に所在する南江戸鬮目（みなみえどくじゅめ）遺跡2次調査では、ピット28（1）と
SD-29（2）からそれぞれ1点ずつ出土している。1・2ともに瓦器椀に比べて体部の湾曲が弱く直線
的で、底部は平坦である。外面には指頭圧痕が顕著で、その上からヘラミガキが施されている。
内面にもヘラミガキが施されるが、2の方がミガキの間隔がやや粗くなっている。また、ミガキ
の方向性はどちらも一定ではない。器高指数はともに27前後で、同遺跡出土の和泉型瓦器椀は30
以上のものが多いのに比較して低いことがわかる。

図1　瓦器杯出土遺跡位置図（●は今回紹介の遺跡、　は出土の知られている遺跡）

0 1km

1    :    30,000

中村松田遺跡5次

県民館跡地

南江戸鬮目遺跡2次

辻町遺跡

古照遺跡7次

古照ゴウラ遺跡4次
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図2　瓦器杯（1・2.南江戸鬮目遺跡2次,3～5.中村松田遺跡5次,6.県民館跡地）

0 10cm

1    :    3

1（62） 2（399）

3（64） 4（65）

5（66） 6（52）

＊（　）の数字は報告書内番号である
＊6は報告書の図に一部加筆し、
俯瞰図を追加した
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　3 ～5は中村松田遺跡5次調査のSE202で出土したもので、他に土師器杯・皿や和泉型瓦器椀、
東播系コネ鉢などが共伴している。3は底部に回転糸切り痕がみられる回転台成形の杯で、体部
中央から下半にかけてラインの変換があることから底部押出し技法が使われていると考えられ、
底部もやや丸味をもつ。内底面中央には回転台成形の際についたと考えられる同心円状の痕跡が
わずかにみられるが、ほとんどナデ消されている。内面にはミガキが施され一部輪状になってい
るが、密度はうすく簡略化されている。4も底部に回転糸切り痕がみられる回転台成形の杯で、
体部中央から下半にかけて3と同様に底部押出し技法が使用されており、底部の丸味も強い。内
底面中央には回転台成形の際についたと考えられる同心円状の痕跡がみられ、粗いミガキが施さ
れている。5も3・4と同様に底部には回転糸切り痕がみられる回転台成形の杯であるが、体部外
面には指頭圧痕がみられ、底部の押出しについては3・4ほど明確ではなく断定できない。内面は
粗い間隔で螺旋状のミガキが施されている。焼成は極めて良好でいぶし銀である。
　6は松山城堀の内に所在する県民館跡地の調査で出土した土器で、底部には回転糸切りの痕跡
がみられ、体部外面にも回転台成形のヨコナデ痕跡が顕著である。体部の湾曲は椀に比べて弱く
直線的で、体部外面下端と口縁内面のヨコナデが強く僅かに段を有する。底部の湾曲がみられる
が、3・4のように明確に押出し技法が使用されたとは断定できない。内面には瓦器椀でみられる
ようなミガキが施されるが、極めて細く底部付近と体部中央部の2条だけ確認できる。また、体
部外面の口縁から底部にかけて、幅3mm程度の縦方向の浅い沈線が入れられている。
　以上6点の瓦器杯を紹介したが、6点すべてに共通する特徴は、高台を有しないことと瓦質焼成
が行われ、瓦器椀同様のミガキが施されていることにある。その他の特徴では3～6のように回
転台成形のものや、さらに、3・4のように底部押出技法が使用されるか否かなどの違いがみられ
る。このような相違点によって形態的にも若干の差異が生じているといえる。

３　瓦器杯の位置づけ
　1・2については、成形技法・胎土・焼成・内外面のミガキなど遺跡内出土の和泉型瓦器椀と共
通性が強いことから、現段階では和泉型瓦器椀生産体制の一系統土器の可能性が高いと考えるの
が妥当であり、年代的には13世紀前後に位置づけられるであろう。
　3～6については、回転台成形であることが最大の特徴で、今治平野でみられる瓦質の杯がすべ
て手づくね成形であることとは対照的である。底部押出し技法については、県内の中世土師器の

図3　九蔵遺跡出土の瓦器杯

0 10cm

1    :    3

7（5）

8（6）

＊（　）の数字は報告書内番号である
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製作技法ではほとんど使用されていないことから、他国からの搬入品の可能性も視野に入れてお
く必要がある。事実、3～5に似た土器が南あわじ市の九蔵遺跡B-2地区から2点（図3の7・8）出土
している。2点とも回転台成形で底部は回転糸切り痕がみられ、底部押出し技法が使用されている。
年代観として中村松田遺跡のものは、共伴遺物の中に高台がほとんど形骸化した和泉型瓦器椀が
あることから13世紀後半段階と考えられ、九蔵遺跡の土器も他の出土遺物からみて13世紀後半と
考えて大過ないであろう。6は包含層の出土で、箱型の土師器杯などがみられることから13世紀
後半から14世紀にかけての時期が考えられる。さらにこの土器は外面に1本の縦方向沈線が認め
られるが、これは楠葉型瓦器杯や輪花椀にみられる特徴の一つであることから、想像を逞しくす
れば、土師器製作工人が楠葉型を模倣した製品とも考えられる。

４　おわりに
　今回紹介した資料は、県内では今までにあまり研究の対象として扱われなかった土器である。
今治平野においては八町遺跡の調査の頃から瓦質の杯の出土が知られるようになり、その後、馬
越遺跡では良好な一括資料にも恵まれ、これらの杯が東予地域に一定の広がりをみせていること
や、変遷や系統をまとめた論考も出されるようになった。しかし、回転台成形の瓦器杯は松山平
野では資料の少ない珍しい土器であり、今治平野ではまだ確認されていない。
　6点の土器はその諸特徴ならびに生産された時期において相違点がみられ、高台を持たない瓦
器杯として決して一括りにできるものではない。これらの土器がどのような目的で生産され使用
されたのか2）興味深い点であるが、和泉型瓦器椀の系譜で捉えるべきと考えた1・2の土器は、果
たして和泉型瓦器椀生産地域のなかでどのくらい確認されているのかなど、基礎的資料の実態把
握が先決であろう。また、回転台成形瓦器についても分布域の確認などから生産地に迫りうる材
料が集積できる可能性もあり、今後の地道な追求が必要である。… （2014年4月21日）

註
1）　報告書によると古照遺跡7次調査地では手づくねのものが3点、古照ゴウラ遺跡4次調査地では回転台成形と

手づくねのものが8点、辻町遺跡では回転台成形のものが1点出土している。また、古照ゴウラ遺跡4次調査地

では、回転台成形の瓦器小皿も1点出土している。

2）　調査を担当した宮内氏によると、中村松田遺跡5次調査区からは3基の井戸が検出され、それぞれの井戸から

和泉型瓦器椀、東播系コネ鉢、瓦器杯、土師器杯・皿が出土しているとのことで、井戸廃絶に伴う祭祀的遺物

の可能性も考えられる。

参考文献
栗田正芳1994『古照遺跡−第7次調査−』松山市教育委員会・埋蔵文化財センター

土井光一郎ほか2000『史跡「松山城跡」内　県民館跡地』愛媛県埋蔵文化財調査センター

中野良一ほか2004『南斎院土居北遺跡　南江戸鬮目遺跡(2次調査)』愛媛県埋蔵文化財調査センター

的崎薫2010「九蔵遺跡−4次調査−」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報』III、南あわじ市教育委員会

宮内慎一2011『束本遺跡　小坂遺跡　中村松田遺跡』松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財センター

山内英樹2006「四国における瓦器椀の様相」『中近世土器の基礎研究』XX、日本中世土器研究会



編集後記

　『紀要愛媛』第10号が完成いたしました。
　冒頭の多田による資料紹介では、2007年に他界された高知県の考古学者、木村剛朗さんの寄贈
資料を紹介しています。掲載した3点の資料は、池ノ岡遺跡で採集された後期旧石器時代の遺物
です。この遺跡では、古くから東九州との関連を示唆する遺物が知られており、今回掲載された
遺物もこれを補完するものとして評価できます。
　矢部は、松山平野南部で産出される安山岩に着目し、この石材利用を論証するための研究ノー
トを提示しました。現状では、松山平野のある段階で使用されることが考えられ、古くから先学
によってもその存在が指摘された経緯があり、今後は具体的にその動態を説明する必要がありま
す。この研究の深化によって、地域史の具体的な叙述に結びつくことが期待されます。
　沖野と多田は、弥生時代後期の龍絵画が発見された新谷森ノ前遺跡2次調査の速報を記しまし
た。この遺跡では、平成24・25年度の2ヶ年にわたって龍を記した弥生土器が4点（龍5体）確認さ
れており、龍を水神として崇めた当時の思想背景を論究する重要な発見として位置づけられてい
ます。また、本遺跡発見の龍絵画は、国内で最も古い段階のものとして評価できるもので、その
解釈も弥生社会史の研究に大きく貢献することになります。本遺跡では今後も発掘調査が継続さ
れますが、さらなる発見と論証に大きな期待が寄せられます。
　中野は、愛媛県内で確認される既存型式外の瓦器について報告しました。これらは回転台成形
による瓦器杯で、県内において資料が蓄積されつつあるものです。本論にもありますように、今
後は資料の蓄積が必要とされるばかりでなく、系譜論的論証や産地同定に結びついた検討が望ま
れることでしょう。
　今号は第9号の発刊から約4年を経て刊行に至りました。当センターの主軸事業である発掘調査
に忙殺され、考古学的調査成果の普及・啓発を目標とする紀要の刊行が順調に進められていると
は言い難い状況です。しかし、今後も刊行の地道な継続を目標とすることが、調査員たちの新た
な研鑽に繋がるものと確信しています。

… （多田）
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