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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

めた研究紀要『紀要愛媛』第12号を刊行することとなりました。

　なお、今号では、職員の研究活動に関連する形で、岡山理科大学の白石

純先生による道後湯築城等から出土した瓦の胎土分析における新しい知見

も掲載させていただきました。

　職員の研究と連動した関連分野の分析結果が掲載できましたことは、今

後の調査研究活動に向けた新たな一歩として意義深いものと考えておりま

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28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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肱川流域試論
−後期旧石器時代石器群を対象として−

沖野	実

はじめに

　後期旧石器時代における愛媛県内の研究は、近年、各「地域」を焦点にして僅少ではあるが着
実に進行しているといえる。特に四国西南部における型式編年および技術体系までを包括した多
田仁の総論的研究や（多田2015）、四国西部での特定因子に依拠した沖野新一の研究（沖野2012）
などが挙げられる。ここでは幾度となく明示してきた四国西部、とりわけ、肱川流域にスポット
を絞り、近接する地域（例えば、松山平野周辺、和口川および僧都側周辺等）との相対的な観点か
ら地域性についての概要を提示する。つまり、地域を類型化して捉えることを主眼とし、そして、
ここで示す「地域性」とは地域的特質を指す。そのため概説要因が多岐にわたることをご容赦願
いたい。なお、拙稿で示す地域範囲の捉え方は「四国地方における旧石器時代遺跡の展開とその
特徴」（沖野2014）に準拠することとし、もって当地域における地域的特質を再度浮き彫りにする
ことを目的としたい。
　なお、この試みの詳細および物的資料からの言及は、今後数回に分けて項目ごとに述べる事と
する。そのため本稿は過去の沖野資料、中・四国旧石器文化談話会30週年シンポジウムでの「赤
色珪質岩」（沖野2013）、九州旧石器18号での「四国地方における旧石器時代遺跡の展開とその特徴」
（沖野2014）および修士論文である「剥片剥離技術の有用性」等を一部抜粋しながら提示していく。

1　地理的環境

　肱川流域は、言わずもがな肱川という河川を中心として形成された地形に遺跡群を形成してい
る。しかし、他地域と比較するとその様相は若干異なるため、補足的説明を付加すると、肱川流
域は大洲市、西予市に跨り、源流を西予市宇和町鳥坂峠にみる。幹線流路は89.1km、流域面積
は1211.4km2になる県下最大の河川であり、鈎状に蛇行した本流に474本という極めて多くの支
流を持つ。河口部は狭小であり平野が形成されておらず、その反面中流域では第四系である大洲
盆地が形成されている。『肱川　人と暮らし』では、「肱川という河川形成後に出石山脈が隆起し、
出石山脈の造山運動に伴う山脈の隆起量を上回って河川が流水量を保持した結果、峡谷状を呈し
……」と記している（横山1988）。盆地を形成する沖積層により一部は埋没しているが、他の河川
流域のように沖積層によって現在視認することができない当該期の地理的環境をほぼ現存させて
いる極めて特殊な河川である。
　遺跡の立地において最も高標高である遺跡は東峰遺跡の約300mであり、周辺遺跡の標高もさ
ほど高位置にあるとはいい難い。東峰遺跡周辺遺跡のその殆どは無数に存在する肱川の支流に
よって形成された低〜中位の段丘に位置する（図1）。
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図2　主要石材使用範囲とその移動（沖野2014を加筆）

図1　後期旧石器時代の遺跡分布（沖野2014を加筆）
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2　使用石材

　拙稿でも以前触れたように、北東〜南西に延びる愛媛県では中央構造線を境界に主要石材が明
瞭に分れる（沖野2014）。中央構造線以北の西南日本内帯である瀬戸内海に面する地域、特に愛媛
県東予地域から松山平野周辺までの比較的広範囲は、新第三紀起源の火成岩、所謂瀬戸内火山岩
類が主体となる。使用される石材の大部分はサヌカイトもしくは讃岐岩質安山岩と想定される岩
石が主体となり、一部中山川中流域および芸予諸島周辺では頁岩（流紋岩あるいは凝灰岩の可能
性もある）と想定される灰白色を呈する石材が認められる1）。
　県内、特に松山平野周辺では石器石材として良質な讃岐岩質安山岩が産出する地域が多数あり、
今後これらの安山岩に関する考察については、県外産出の安山岩またはサヌカイトと混同しない
ためにも理化学分析も含めた検討をしなければならない（沖野2015）。そのため拙稿では、石器石
材として良好であると判断でき、石器石材として使用されている無斑晶質で黒色緻密なガラス質
の安山岩のことを総称して「讃岐岩質安山岩」として呼称する。そのためサヌカイトという用語
はここでは使用しない。
　なお補足になるが、従来石器石材として使用可能であるが、ほとんど認知されていなかった岩
石として石英、玉髄、水晶、ジャスパー、ピッチストン、ハリ質凝灰岩、ハリ質流紋岩等2）も一
部に産出することが判明したため、酷似する石材を確認した場合、岩石名を認識する際は十分留
意する必要があるだろう。
　中央構造線以南の西南日本外帯においては、御荷鉾緑色岩類起源の変成岩、四万十層群および
秩父累帯起源の堆積岩および変成岩が主体となる。御荷鉾緑色岩類産出の変成岩は、内子町五十
崎に所在する神南山およびその周辺で産出する「赤色珪質岩」に代表される（沖野2013）。よく「赤
色頁岩」と記載されることがあるが、県内で産出する頁岩において赤色を呈し、当該期における
石器石材として利用可能なものを現段階では把握できていないため、肉眼観察での結果を加味し
た上で、赤色珪質岩とするのが妥当であると判断する。
　産出地に関しても若干の補足を行う。これまで明示してきた石器石材研究に則した踏査活動と
いう実践の連鎖に内在した解釈が正確に伝達出来ていないためである。
　「石器石材として利用可能な赤色珪質岩」が産出するのは「神南山およびその周辺」であり、
神南山のみに産出する、あるいは同様のものが他地域でも産出するといった解釈は現段階では誤
謬であると考える。あくまで主とするのは剥片石器石材であり、石材の安定的需給量、石器石材
に適した岩質、遺跡群の、あるいは遺跡の立地する環境と照合した獲得戦略の容易さ等を加味し
た上で、現段階でもっとも石器石材原産地として可能性が高いのが「神南山およびその周辺」で
あり、石器石材として良質と判断できないもの、あるいは以前沖野によって提示された判断基準
に記載した条件を満たさないものは「神南山およびその周辺」以外でも産出するということであ
る。こまかな分類基準に関しては後述するものを参照していただきたい（沖野2013）。
　肱川流域ではこの赤色珪質岩が主要石材となる。神南山を中心に据えると主要利用範囲は半径
25km圏内となる。伊予灘沿岸地域に関しては厳密には肱川流域外となるが、主要石材が赤色珪
質岩であることから判断して主要利用範囲であると判断した。犬寄峠を越え、松山平野南部に入
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ると赤色珪質岩の利用は激減し、利用石材として客体的となる。なお、肱川流域およびその周辺
ではチャートも産出するが、その分布域がいくつかの地質帯に跨る上に非常に広範囲であるため、
現状では未だ厳密な産出地は特定できていない。石器石材として良好と判断できるチャートは赤
褐色、青灰色、灰白色、黒色等色調だけでも非常に多くのバリエーションが確認できる。
　肱川流域以南では四万十層群産出の頁岩またはホルンフェルスと想定される石材が主体を占め
る。松田川および僧都川周辺が該当する。四万十層群に広く分布する白亜紀起源の頁岩へ花崗岩
が貫入したことに起因する接触変成作用によって硬質化した黒色緻密な変成岩である。四万十層
群で産出する頁岩は堆積岩特有の層面劈開により脆弱で、石器石材に使用されているものは専ら
ホルンフェルスである可能性が高いとみる。ただ現在まで当該期における石器研究においては「頁
岩」と総称され、いくつかの岩石を含み且つ理化学分析の積重も極僅かであるため、確たる名
称として「ホルンフェルス」のみを使用するのは憚られる。先達の優れた論考（木村2003、多田
2015）におけるプライオリティと理化学分析資料の今後の蓄積を期待し、どちらの名称を使用し
てもかまわないと筆者は考える。ただ、ここでは「頁岩」を認識する上で、筆者自身の混乱を防
ぐためにも「ホルンフェルス」という名称を使用することをご容赦願いたい（図2）。

3　赤色珪質岩（沖野2013より抜粋）

　肱川流域の主要石材は先述した通り赤色珪質岩である。そのため赤色珪質岩の定義についても
再度提示を行う。内容については中・四国旧石器文化談話会30周年シンポジウムで掲載したも
の（沖野2013）を一部抜粋・加筆して掲載する。
　「……はじめに定義について簡単に触れておく。愛媛県内の石器研究において赤色珪質岩の存
在が詳しく学史上に登場したのは90年代後半からである（沖野1998）。それまでは赤色チャート、
赤色頁岩等様々な呼称をされていた。ここで沖野はチャートに近似するが明確に差異が認められ
るものが存在することを指摘。これらについてチャートとの混同を回避するため具体的に差別化
を図った。この段階では「①チャート質=珪質である。②一般的にチャートが持つ脂肪光沢・貝
殻状断口・透明感がない。または、認め難い。」とし、肉眼観察と物性での分類を行い、「赤色珪
質岩」と呼称した。それ以後、東峰遺跡第2・4地点、高見Ⅰ遺跡、水戸森遺跡、七反山遺跡、今

岡城跡遺跡、底なし田Ⅱ遺跡での偏光顕
微鏡観察または蛍光X線分析などの理化
学分析が行われ、後に加筆された（沖野
2012）。変更された分類は以下に提示し
ている。
　　1. 赤色だけでなく、黃色、緑色等バ

リエーションに富む。
　　2. 粘板岩、凝灰岩等岩石の形成過程

が異なるものも含まれる。
　　3. 節理が層状に介在する。

表1　赤色珪質岩の分類（沖野2013を加筆）
赤色珪質頁岩など 赤色チャート

主に赤褐色を呈する珪質堆積岩
表面の結晶粒が見えない。あるいはほとんど見えない
硬質（硬度 5～7度）
御荷鉾緑色岩類より産出。
組織内に変成鉱物を含む。
層状をなす。
節理がある。

均質でない。

表面に光沢がない。

表面が風化しやすい。

二酸化珪素の含有量が 70～90％

均質である。石英質
脂肪光沢がある。
透明感がある。
貝殻状断口が認められる

二酸化珪素の含有量が 90％以上

相
違
点

共
通
点

肉
眼
観
察

理
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学
分
析
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　　4. 脂肪光沢、貝殻状断口が認めがたいものが多い。
　　5. 秩父累帯等から産出するチャートほどは、透明感・脂肪光沢が顕著でない。
　　6.	変成帯である御荷鉾緑色岩類に属することを鑑み、その組織に変成鉱物を含むことを特徴

とする。
　　7. 二酸化珪素の含有量が70 〜 90％のものを便宜的に珪質岩、90％以上をチャートとする。
　赤色珪質岩とは上述の条件を揃えた岩石の総称的岩石名である。提唱当時から現在まで、愛媛
県内における在地系石材として認識・定着している。
　注意点として、変成鉱物を含むおよび二酸化珪素の割合等、明確に分けるには理化学分析を伴
うが、それ以外の項目については、おおよそ肉眼観察での識別が可能である。
　産出する地域として、大洲市と内子町（旧喜多郡五十崎町）の境界に所在する神南山およびその
周辺が原産地として有力である。神南山は大洲市と内子町五十崎に跨り、肱川とその支流である
小田川に囲まれた独立峰である。東西にピークを持ち、西側（大洲市側）を男神南（654m）、東側
（五十崎側）を女神南（710m）と呼称されている。北麗は御荷鉾緑色岩類によって構成され、概し
て赤色珪質岩は、女神南（以下、女神南を便宜的に神南山と呼称する）の北東側に露頭として確認
でき、露頭下の斜面部または沢筋には夥しい数の拳大の角礫・亜角礫が散乱している。なお、自
然面はほとんど形成されない。

　神南山およびその周辺以外にも赤色珪
質岩を採集できる地点を確認している
が、先述した条件を満たしていないか所
が大部分を占め、石器製作に適していな
い岩質が多く見受けられる。また、未だ
十分な確認が出来ていないか所、例えば
仁淀川上流域のような場所もあるため本
稿ではそれらの地域を候補から除外して
いる。そのため、ここでは最も原産地と
して有力である「神南山およびその周辺」
を原産地として判断する。その他の産出
地については今後より詳細な形でもって
報告させていただきたい。
　神南山北東裾部では、黒内坊遺跡、昭
和遺跡などの遺跡が所在する。両遺跡と
も半径2km圏内に所在し、性格的には石
核・剥片類がその大部分を占め、製品は
極めて少量である。特に昭和遺跡におけ
る角礫・亞角礫、石核・剥片の数は膨大
である。昭和遺跡ではナイフ形石器から

1

2

3

1. 昭和遺跡
2. ひょうたん池遺跡
3. 黒内坊遺跡

※ドットは露頭

図3　赤色珪質岩産出地と遺跡分布（沖野2013を加筆）
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石鏃まで時期的に幅広く確認されているため、この場所が単純な旧石器時代の原産地遺跡と断定
する事は難しいが、石器を使用するいずれかの、または複数時期に跨る原産地遺跡である可能性
は非常に高いといえる。黒内坊遺跡については、採集される遺物の多くが剥片および残核である
こと、神南山北東部露頭からの転石と判断できる角礫・亜角礫の存在があまり見受けられないこ
とから、その性格は生産地遺跡として判断するのが妥当である。現段階ではこれら2遺跡と、両
遺跡に挟まれたひょうたん池以外に遺物を確認できていない。今後も継続した踏査を行う必要が
ある。……」（図3）。

4　石器製作技術

　肱川流域を中心にみられる赤色珪質岩を使用した石器製作技術に関しては、宝ヶ口 I遺跡にお
いて多田によって分類された剥片剥離技術（潮見ほか1994）と同様に認識できる。宝ヶ口 I遺跡の
主要石材は頁岩（先述した流紋岩あるいは凝灰岩か）であり、地域も異なるが、赤色珪質岩を使用
する石器群についても現時点では同様の手法を用いて石器製作を行っていると考えられる。
　原石（角礫または亜角礫）を分割および剥離し、分割礫または剥片を素材とし、打点をずらしな
がら、または打面転移を行いながら剥片剥離を行う。打面形成、打面調整が行われるものは少ない。
これにより作成された剥片は、素材の選択段階で、それが剥片素材ならば総じて横長もしくは不
定形を、分割礫素材ならば縦長もしくは不定形を呈する。これらを I・II 類、そして稀に剥片素
材で縦長剥片を作成するものもあり、多田はこれを剥片剥離技術における III 類としている（多田
2002）。III 類として判断できるものとして昭和遺跡、東峰遺跡第2地点、串・本村遺跡で確認し
ている。いずれも赤色珪質岩を主要石材として使用している遺跡である。原産地である黒内坊遺
跡や昭和遺跡で確認できる石核は I類が顕著であり、特に Ic 類が多く見受けられる。あくまで最
終的な残核形状による判断ではあるが、両遺跡とも大差なく所謂「宝ヶ口 I遺跡の剥片剥離技術」
を使用している。なお、現在のところ赤色珪質岩における瀬戸内技法は確認されていない。
　しかし、Ic 類にあたる、所謂「交互剥離」の石核についてはここで留意点として挙げるまでも
なく、そして、採集品である昭和遺跡、東峰遺跡第2地点、本村遺跡の縦長剥片石核についても
時期の特定に慎重にならざるを得ないが、県内の縄文時代以降の研究において明確に石核および
剥片剥離技術を体系的に分類したものが見受けられないため、ここでは旧石器時代の所産である
と積極的に判断した（図4）。

5　器種組成と石器群の特徴

　端的にいうと、肱川流域における器種組成は至ってシンプルである。基本的にはナイフ形石器・
角錐状石器・スクレイパーといった tool に、剥片・細片・石核が伴う。tool の特徴としてはナイ
フ形石器が多く、次いで所謂「角錐状石器」が挙げられる。いずれも先述した剥片剥離技術を使
用することから、圧倒的に横長剥片素材が多い。調整加工は一側縁または二側縁加工、全周また
は部分加工を行い、尖頭状のものが多く、尖頭状以外の、例えば切り出し状のを呈するものは少
数である。
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　ナイフ形石器と剥片のサイズに関して言及すると、tool では長さが約2〜 5cm、幅が1〜 2.5cm。
剥片では長さが1〜 3cm、幅2〜 4cm（ここでいう長幅関係は tool においては tool の器軸に即し
て、剥片に関しては剥片分類のためのものとなっているため、対応関係は逆になる）となり、概
して tool と剥片の大きさにほとんど差がない。tool 製作のための調整加工を行っているが、剥片
の形状をほぼ留めている。比較対象として和口西の駄場遺跡で確認されている瀬戸内技法関連資
料を見てみると、国府型ナイフ形石器では長さが3〜 7cm、幅が1.5 〜 3cm、翼状剥片では、長
さが3〜 5cm、幅が3〜 7cmとなり、肱川流域と比較してナイフ形石器を作成する過程において
行われる調整加工により剥片形状を大きく変化させている。
　剥片剥離法を選択する段階において、目的剥片という「素材」を獲得する行為、そしてその後
のナイフ形石器製作までの過程を想定しているとするならば、肱川流域の剥片剥離技術は瀬戸内
技法と比較すると、小型でその形状を大きく変化させず、その後のナイフ形石器生産の効率化に
特化した反面、剥片は形状にバリエイションを持ってしまった、あるいは持たざるを得なかった
技術となる。それは定型化され、生産という過程において形状変化が大きくない翼状剥片を生産
し、調整加工段階でその形状を大きく変化させる瀬戸内技法との行為目的と乖離すると考えられ
る。

6　瀬戸内技法との関係性

　肱川流域における瀬戸内技法の存在は、松田川および僧都川地域や芸予諸島島嶼部とはその様
相を異にする。芸予諸島島嶼部における瀬戸内技法の在り方については、もはや改めてここで語
る必要はないであろう。そのためここでは省略する。松田川および僧都川に関しても同様である。
先の多田の論考により（多田2015）、ほぼその様相が網羅されていると言って過言ではない。その
ためここでは松山平野および肱川流域についてのみ言及する。
　松山平野周辺において瀬戸内技法が確認されている遺跡として北久米浄蓮寺遺跡、東山鳶ヶ森
古墳群、久米窪田 IV遺跡等が挙げられる。いずれの遺跡も国府型ナイフ形石器、あるいは角錐
状石器の単独出土および採集資料になっており、翼状剥片・翼状剥片石核は認められない。石器
石材はいずれも讃岐岩質安山岩を使用している。ただ、他の旧石器時代遺物の数が少量であるた
めそれが客体的存在であることは指摘できても、それが全体像の一部なのか、あるいは松山平野
における普遍的様相として捉えることが可能なのかどうかは現段階では答えを窮する。
　肱川流域において瀬戸内技法は客体的存在であるといえる。出土遺跡として、折尾遺跡、高見
Ⅰ遺跡、唐崎遺跡等が挙げられる。折尾遺跡ではホルンフェルス製翼状剥片が1点、高見Ⅰ遺跡
ではホルンフェルス製国府型ナイフ形石器が1点、唐崎遺跡では安山岩類製の翼状剥片1点、讃
岐岩質安山岩製国府型ナイフ形石器が1点確認されている。
　次に赤色珪質岩と瀬戸内技法の関係性について述べておく。端的に言うと先述したように赤色
珪質岩製石器において瀬戸内技法は確認できていない。基本的に赤色珪質岩を利用した石器製作
は所謂交互・並列剥離であり、偶発的に底面を持つ剥片が作成されることがあるが、基本的には
ポジティブな底面を持たず、背面が複剥離によって形成される長幅比率の小さい横長あるいは不
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1    :    3
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Ⅰb類（新池遺跡） Ⅰc類（水戸森遺跡）Ⅰa類（東峰遺跡第4地点）

Ⅱc類（新池遺跡）

Ⅲ類（高見Ⅰ遺跡）

※Ia類のみ1：2

Ⅱa類（水戸森遺跡） Ⅱb類（東峰遺跡第４地点）

※実測図は中・四国旧石器文化談話会29回予稿集及び30周年記念シンポジウム予稿集より抜粋

図4　肱川流域における石核分類
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定形な剥片が剥離法の選択の結果として生産される。一部の剥片に関しては、高橋によって提唱
された瀬戸内概念（高橋2001）の範疇に収まるが、先述した理由により肱川流域におけるこれらの
石器群を瀬戸内技法に関連したものと認識するのは現段階では憚れる。あくまで瀬戸内概念を巨
視的な文化範疇および技術体系として捉え、当地域では瀬戸内技法とは区別する。
　石材的観点からすると、元々の岩質をチャートのような堆積岩であることに加え、変成作用を
受けたことにより片理構造まで存在する赤色珪質岩では瀬戸内技法を製作することができなかっ
たと考えられる場合が多い。しかし、原産地付近、昭和遺跡等では15 〜 20cmを超えるような非
常に大型の剥片も製作された痕跡があり、全ての赤色珪質岩が一部のチャート特有の多方向に介
在する節理および片理構造を持つわけではない。寺田・日野遺跡の例を引用するまでもなく、瀬
戸内技法は作成可能であったと考えられる。そのため、肱川流域では寧ろ瀬戸内技法を用いなかっ
たと考える。

7　肱川流域の特異性

　注目すべき点が2つある。一つ目は高見Ⅰ遺跡、折尾遺跡で確認されたものの石材がホルンフェ
ルス製であるということである。ホルンフェルス製の瀬戸内技法関連遺跡についてはもはや語る
べくもないが松田川および僧都川地域に存在する和口西の駄場遺跡がある。高見Ⅰ遺跡では翼状
剥片以外のホルンフェルス製ナイフ形石器の存在があり、多田も述べているが和口西の駄場遺跡
では赤色珪質岩製の角錐状石器も確認されている（多田2015）。
　肱川流域、特に肱川支流の中位段丘上に所在する遺跡群を形成した集団は、ホルンフェルス製
石器を保持した集団と、一定のまたは限定的な関係性、相互作用等があったと判断できるだろう。
なお東峰遺跡第2地点でもホルンフェルス製石核の存在を確認しているため同様な認識下に置き
留意する必要があるが、その数はごく小数である。
　2つ目は唐崎遺跡で確認された安山岩類製の翼状剥片である。この翼状剥片はおそらく県内産
出の安山岩類を使用して製作している可能性が高い。県内で産出するおよそ剥片石器に使用可能
な安山岩類が産出する場所は県内東部〜松山平野周辺地域を中心とするが、それらの安山岩が産
出する地点は内子町小田川（肱川支流）上流域にまで拡がりを見せる。そのため、支流を含めた転
石が確認できる地域、赤色珪質岩の主要利用範囲として認識できる小田川中流まで含まれること
になる。そのことから唐崎遺跡が立地する伊予灘沿岸の海岸段丘上の遺跡では、肱川流域との密
接な関係を持ちながらも、その遺跡を構成する一要因として、瀬戸内技法による石器製作という
一因子を保持していたと考えられる。このことから、伊予灘沿岸の海岸段丘上に立地する遺跡を
形成したバンド、またはキャンプ、あるいは集団（単一或いは複数であるかどうかは別として）は、
瀬戸内技法を保持した集団との邂逅があったと解釈できる。主要石材が赤色珪質岩と判断できう
る地域において、伊予灘沿岸の海岸段丘上では典型的な肱川流域との様相を異にする。
　優れた石器製作技術の伝播は、地域間を越え、異なる集団同士が、共通の、あるいは固定化さ
れた性質を持つことになる。それは同じ文化的なカテゴリと捉えられる集団としての指向性を持
つだけでなく、生活に即した技術は、彼らの生活サイクルにも指向性を保持させてしまう可能性
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を内包している。肱川流域において地理的成因、石材、石器組成、剥片剥離法等を加味した場合、
広域展開する瀬戸内技法集団と同一視することはできないと現段階では答えざるをえない。

8　まとめ

　まず、肱川流域の地理的環境（図5）において、先述したように平野を形成しない河川であり、
河川形成段階に段丘面が数多く発達したことが当該期に多くの遺跡群を形成している大きな要因
であると考える。肱川流域、あるいは赤色珪質岩の主要利用分布域は神南山を中心に約25km圏
内である。肱川河口から上流域まで、特に中流域、神南山周辺は高〜中位河岸段丘が数多く発達
しており、そして段丘面からアクセスできる丘陵と独立峰、海岸段丘まで遺跡群が展開する。
　行動領域という観点からは、以前提唱された行動領域観と同様である（沖野2012）。肱川より北
東側、伊予灘に面する海岸段丘には、中央構造線に沿ってはしる上灘川を移動経路とするか、も
しくは新池遺跡から三秋の準平原を経由し、高野川の海岸段丘へ移動する。あるいは肱川河口か
ら長浜の海岸段丘を経由して高野川までの海岸段丘へ移動するという3つのパターンが考えられ
る。
　変わって肱川以西では肱川最上流域を西限とし、宇和川、岩瀬川まで鈎状に曲がる肱川本流周
辺にのみ展開する。宇和川以南では赤色珪質岩の利用は激変し、南予地域の主要石材であるホル
ンフェルスにとってかわり、宝ヶ口Ⅰの剥片剥離技術よりも瀬戸内技法が目立つようになる。そ
のため、肱川流域を主要な行動領域と仮定する集団における南・西限の行動限界は宇和川であり
笠置・鳥坂峠・出石山脈が、北東限は犬寄峠、東限は小田深山周辺、北限は伊予灘周辺と中山川
流域とを分断する黒山・棟山筋等（内子町石畳から海岸段丘にはアクセス可能）が考えられる。
　そして剥片剥離技術に関しては、瀬戸内技法との差がそれぞれを保持した集団、あるいはそれ
を好む指向性をもった集団との差、そして生活様式の差であると考えられる。瀬戸内技法集団と
いうものを狩猟対象に応じて広域移動する集団であったと仮定するならば、在地剥片剥離技術の
みに特化した集団（肱川流域を生活対象とし、そこに生息していた動物を狩猟対象としていた集
団と仮定する）は瀬戸内技法を必要としていない、あるいは保持しなかった、または展開しなかっ
たと考えられるのではないだろうか。仮に先述した地理的環境から、瀬戸内技法を保持した集団
の狩猟対象が存在しなかった、または瀬戸内技法では環境適応できず、新たな、または別の技術
を持って適応したとするなら、当地域での生業のスタイルは瀬戸内技法を保持する集団と異なっ
ており、石器石材の使用観点からも、赤色珪質岩を利用し、その使用範囲が神南山を中心として
半径25kmに留まることから、遊動領域は広域移動集団である瀬戸内技法を保持する集団と比較
すると狭小であると考えられ、瀬戸内技法集団と同様にはならない。それは広域移動を行う必要
性がない、あるいは広域移動という行為を、集団の構成要因にしていない可能性があり、そして、
行動領域が特定範囲において高密度であることから必然的に遊動領域が狭小（瀬戸内技法集団と
比較して）となったと捉えられる。これらの事象は、それぞれが互いに生活における行為・居住
を共有しなかった非同所的な存在・集団であったと考えることはできないだろうか。
　以上が現段階の後期旧石器時代における肱川流域の概説および一義的推論である。今後はこれ
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に至った遺物等の成因・諸要素を詳細に提示していく。あくまで三次元的な要素である普遍因子
のみを抽出しているため、論を立証するには空白が多い。今後当地域において編年や石器群組成、
新たな石器石材原産地等が明確化し、更に研究が深化すれば本論は瓦解する危険性があるが、試
論として捉えていただきたい。今後多くのご意見・批判をいただければ幸いである。
　そして、使用した、あるいは今後提示する資料・論考は県内において真摯に旧石器時代遺跡研
究に向き合ってこられた、心より尊敬する先駆者たちが築き上げてきたものでる。この拙論を提
示できたのも彼らあってこそのものである。
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15. 千部3遺跡

6. 高見I遺跡
7. 下長沢遺跡
8. 高岡遺跡
9. 石積I遺跡
10. 椎の木駄場遺跡

伊予灘

宇和海

肱川

神南山

宇和川

黒瀬川

小田川

矢落川

久米川

中山川

図5　遺跡分布と流域環境（沖野2012を加筆）
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　最後になりましたが、現在第一線でご活躍されている方々、故人、すべての方に心より御礼申
し上げます。
	 （2016年3月22日）

註
1）現在提唱されている石材と遺跡の立地する地質帯から産出する岩石とが異なるため、可能性のあるものと現在

提唱されている2つの石材名を表記している。

2）ハリ質凝灰岩とハリ質流紋岩に関しては、現状では殆ど石器石材として使用していない。ただ、ハリ質流紋岩

製の可能性が高い石器は、松山市、久万高原町で一定数確認されているが、積極的に旧石器時代の所産である

とは判断できない。
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土壇原遺跡群の内容
−古墳群を除く遺跡の概要−

岡田敏彦

はじめに

　土壇原遺跡群の中には『愛
媛県史』や『松山市史』など
ですでに公表されている遺
跡も若干はあるが（愛媛県市
史編さん委員会1982・1986
ほか）、その内容は発掘調査
時の概要程度のものである。
昭和56年度に整理・報告作
業が行われ、本文編約800
ページにおよぶ「発掘調査報
告書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」が作成され
たが諸般の事情により印刷
に至らなかった。そのため、
整理段階で新たに判明した
内容を含む多くの遺跡内容
が日の目を見ることなく今日にいたっている。

調査の状況

　筆者が大学を卒業した昭和51年は、昭和47年から継続調査を行っていた愛媛県総合運動公園
建設に伴う発掘調査が9月に終了し、運動公園の北に広がる河岸段丘上の松山市から伊予郡砥部
町にかけての果樹園での宅地開発にともなう発掘調査が、愛媛県教育委員会文化課発掘担当者の
次の調査拠点となり、調査事務所を調査予定地の南西隅に設置した時である。
　この拠点となった宅地開発範囲が現在の上野団地から愛媛県生涯学習センター・教育センター
のある一帯で『土壇原遺跡群』とよばれるものである。
　ほぼ同時期に本州四国連絡橋伯方大三島間や国道11号松山東道路でも発掘調査を実施するこ
となったため、それぞれ一班が担当となり、筆者は大三島担当となって越智郡上浦町（現今治市
大三島町）へ向かった。
　愛媛県住宅供給公社が宅地開発を予定した松山市上野町から伊予郡砥部町の範囲で、昭和50
年12月4・5・10日の3日間、愛媛県教育委員会文化課による確認調査が行なわれた。その結果、
五輪塔2か所、窯跡1か所、古墳12基、遺物包含地12か所、古墳時代の箱形石棺群の遺跡1か所、

図1　土壇原遺跡群の位置

0 10km0 10km

= 復元海域

= 20m以上

= 50m以上

= 100m以上

= 200m以上

10m

5m

（旧地形・旧汀線復元には平井1989を参照しながら柴田昌児が作図した）

土壇原遺跡群の位置



14

弥生時代の大型器台が出土した土壇原北遺跡を含む範囲1か所の合計29地点で埋蔵文化財の広が
りを確認した。その後の調整で29地点を重要度から「最も重要なもの」「比較的重要なもの」「普
通」の3段階分類のうち、最も重要とした3か所中の古墳2基を除き、全遺跡を対象として発掘
調査を行うこととなった。
　この遺跡群については昭和51年9月から昭和53年7月まで発掘調査が行われ、Ⅰ〜Ⅻ遺跡、1
〜 19号墳がその対象遺跡である。
　各調査の担当者は次のとおりである。（肩書は当時のもの）
※愛媛県教育委員会は「県教委」、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターは「埋文」と略す。
確認調査（昭和50年）

　長井数秋（県教委文化課教育専門員）、八木武弘（県教委文化課専門員補）、米倉豊（県立松山南
高等学校教諭）、土居陸子（松山東雲短期大学学生）
発掘調査（昭和51年9月1日〜昭和52年3月31日）

　調査員：長井数秋（県教委文化課教育専門員）、米倉豊（県教委文化課充指導主事）、吉本拡（県
教委文化課主査）八木武弘（県教委文化課専門員補）、河野藤吉（県立第一養護学校教諭）
　調査補助員：岡田敏彦、土居陸子
発掘調査（昭和52年4月1日〜昭和53年3月31日）

　調査員：坂本安光（県教委文化課教育専門員）、長井数秋（県教委文化課教育専門員）
　調査補助員：岡田敏彦（昭和53年1月1日より埋文調査員）、土居陸子、相田則美、田坂敏政
発掘調査（昭和53年6月1日〜 7月31日）

　調査員：坂本安光（県教委文化課教育専門員）、井原忠昭（県教委文化課教育専門員）
整理作業（昭和56年）

　担当：坂本安光（県教委文化課教育専門員）、岡田敏彦（埋文調査員）

１　土壇原遺跡群発掘調査概要の記述

　本遺跡群の発掘調査概略は次のとおりである。諸項目は「日本考古学協会年報29・30」の記載
である（日本考古学協会1978・1979）。
　なお、遺跡名の後ろにある（氏名）は各記述担当者名である。
A: 遺跡の所在地B: 調査期間（調査延べ日数）C: 調査の主体者D: 調査の担当者氏名E: 遺跡の種類
F: 遺跡の範囲・広さ・大きさ等G: 発掘した部分とその面積等H: 発掘の時代・時期 I: 発掘の原因・
目的 J: 遺跡の立地K: 遺跡の地目・現状 L: 発見された遺構の種類・数等M: 発見された遺物の種類・
数等N: 特記すべき事項O: その調査に関した文献。なお、『C: 愛媛県教育委員会D: 調査担当者 I:
発掘の原因・目的O: その調査に関した文献』は省くこととする。【】内記述は、報告書作成時お
よび今回の整理作業で判明した内容である。
　各遺跡については全測図の残っているものは全測図、ないもので報告書原稿や写真から遺構の
配置・規模の判明するものは略測全図、略測全図の作成の困難なものは全景のわかる写真を掲載
することで遺跡の全容を紹介することとする。各遺構図のグリッドはⅢ・Ⅴ遺跡が10ｍ、その
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他は5ｍである。図面の方位は上方を北とする。
　なお、遺跡群全体では、遺跡12か所と古墳30基以上を含むため、今回は12か所の遺跡につい
て解説する。古墳および出土資料については追って紹介する予定である。

（１）土壇原Ⅰ遺跡（長井数秋）

A:伊予郡砥部町下原町　B:76/9.2〜30（25日間）　E:墓跡（方形周溝墓）　F:1,100㎡　G:1,100㎡　H:
古墳時代（中〜後期）　J: 河岸段丘上64ｍ　K: 柑橘園で一部普通畑　L: 箱形石棺を内部主体とす
る方形周溝墓3, 割竹形木棺を内部主体とする方形周溝墓1　M: 管玉 , 鉄剣 , 鉄鎌 , 刀子 , 須恵器 ,
土師式土器　N: 東西端に破壊された横穴式石室を内部主体とする古墳が有り , この間に3基の方
形周溝墓がある。第3号方形周溝墓の溝内には祭祀跡有り。
　【箱形石棺を内部主体とする方形周溝墓2基と木棺を内部主体とする方形周溝墓1基。内部主体
不明の方形周溝墓1基。遺跡の東側に土壇原1号墳、西側に土壇原2号墳。
　1号方形周溝墓は南北10.8ｍ、東西11 〜 10ｍの方形平坦面の周囲に幅1.6 〜 2ｍ、深さ30 〜
50㎝の溝。石棺は地山上に設置。主軸Ｎ70°Ｅ。内寸1.9×西0.6・東0.8ｍ。側石は突き合わせで
3枚使用。ほかに土壙状遺構あり。箱形石棺と土壙状遺構の間から直刀・刀子・鎌・斧出土。周
溝内から須恵器ハソウ。

図2　土壇原各遺跡の位置

土壇原Ⅴ遺跡

土壇原Ⅲ遺跡

土壇原Ⅰ遺跡

土壇原Ⅱ遺跡
土壇原ⅩⅡ遺跡

土壇原ⅩⅠ遺跡
土壇原Ⅹ遺跡

土壇原Ⅸ遺跡

土壇原Ⅷ遺跡

土壇原Ⅶ遺跡

土壇原Ⅵ遺跡

土壇原Ⅳ遺跡

土壇原北遺跡
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　2号方形周溝墓は南北6.5ｍ，東西推定6.5ｍの方形平坦面の三方に溝。北（幅0.7ｍ）・西（幅0.9ｍ）・
南（幅0.5 〜 1ｍ）。石棺は地山を20㎝掘り下げて設置。主軸Ｎ75°Ｅ。内寸1.8×西0.4・東0.6ｍ。

側石は南4枚、北5枚で重ねあわせ。床面は円礫敷。棺内から
鉄片と管玉、基盤面から須恵器椀出土。
　3号方形周溝墓は一辺13ｍの方形平坦面に南西辺と北東辺2
ｍ、北西辺1.2ｍ、東南辺1.4ｍ、深さ30 〜 40㎝の溝が巡る。
平坦面中央に主軸Ｎ49°Ｗで長さ4.2ｍ、幅1ｍの「Ｕ」字状の
掘り込み。掘り込み内から鉄片と土師器片、周溝内から土師器
壺・高杯出土。
　4号方形周溝墓は南北5.5ｍ、東西5.5ｍの方形平坦面の周囲
に幅0.6 〜 1ｍの溝を有する。ただし、南隅は陸橋状。平坦面
中央に南北主軸の2.5×1.5ｍ，深さ0.3ｍの掘り込み。床面北
側に3個の石設置痕跡。掘り込み内や周溝内から須恵器片出土。】

（２-1）土壇原Ⅱ遺跡（長井数秋）

A: 松山市上野町土壇原　B:76/11.1 〜 12.（29日間）　E: 集落跡 , 墓跡（周溝墓）　F:1,000㎡　G:1,000
㎡　H: 弥生時代（中期）, 古墳時代（後期）　J: 河岸段丘上 ,61ｍ　K: 柑橘園　L: 一辺7ｍの箱形石
棺を内部主体とする方形周溝墓1, 円形周溝1, 建造物跡2　M: 須恵器片 , 土師式土器片 , 縄文式土

器片　N: 方形周溝墓は古墳時代後
期であるが , 円形周溝は内部主体
不明のため将来検討を要する。円
形周溝の内部の基盤面には早期末
の縄文式土器が多量に出土したが ,
遺構とみられるものは検出できな
かった。
（２-2）土壇原Ⅱ縄文遺跡（長井数

秋）

A: 松山市上野町土壇原 B:76/10.16
〜 11.20（26日 間）　E: 集 落 跡　
F:400㎡　G:400㎡　H: 縄文時代（早
期）　J: 河岸段丘上 ,61ｍ　K: 柑橘
園で土壇原第5号古墳の基盤下に
存在した。　L: 一辺約4ｍの浅い
竪穴住居址1　M: 縄文式土器片 , 砥
石　N: 蔦島式時に比定される無文
厚手の土器を伴出する早期の住居
址であり ,四国地方の洞穴遺跡以外

図3　Ⅰ遺跡遺構配置図
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図4　Ⅱ遺跡遺構配置図（5～7号墳含む）（※略則）
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の住居形態を知る貴重な資料である。
　【古墳群（5〜 9号墳）の基盤面で竪穴建物1棟（縄文時代早期）、掘立柱建物4棟（弥生時代）、方
形周溝墓2基（古墳時代）、箱形石棺1基（古墳時代）、土壙状遺構3基検出。
　掘立柱建物はすべて1間×1間。1号掘立柱建物が2×3ｍ、2号掘立柱建物が2.2×3ｍ、3号掘
立柱建物が1.9×2.3ｍであるが、7号墳の内部主体を囲むようにある4号掘立柱建物は7.4×6.8ｍ
と大型である。1号掘立柱建物の柱穴から弥生土器片出土。
　1号方形周溝墓は南北9ｍ、東西10ｍの方形平坦面の周囲に幅1ｍ、深さ20㎝の周溝。平坦面
のほぼ中央にＮ74°Ｗで長軸2.5ｍ、短軸0.7ｍ、深さ20㎝の長方形の掘り込み。掘り込み内部に
白色粘性土。
　2号方形周溝墓（年報では円形周溝）は南北・東西ともに7ｍ、南西隅が大きく弧を描く隅丸方
形の平坦面、内部主体不明。周溝内から土師器・須恵器出土。
　1号土坑墓（箱形石棺？）は調査区の北東端にあり、Ｎ73°Ｗで1.6×0.6ｍ、深さ20㎝の長方形
の掘り込み。本掘り込みの北2ｍにも1.5×0.75ｍの長方形の掘り込みがあり、ともに長軸にそっ
て川原石を検出。】
（３）土壇原Ⅲ遺跡（長井数秋）

A: 伊予郡砥部町下原町　B:77/1.18 〜 3.30（60日間）　E: 集落跡 , 祭祀跡 , 墓跡（円形周溝 , 土壙墓）　
F:6,000㎡　G:6,000㎡　H: 弥生
時代（前期）, 古墳時代（中〜
後期）, 中世（室町）, 近世（江
戸）　J: 河岸段丘上 ,58ｍ　K:
柑橘園　L: 弥生土壙墓7, 円形
周溝13, 方形周溝墓1, 箱式石
棺1, 中世土壙墓6, 近世土壙墓
4, 建造物址6　M: 縄文土器片 ,
弥生土器片 , 須恵器 , 土師式
土器 , 鉄器 , 土師質土器 , 寛永
通宝　N: 弥生前期土壙墓は円
形で木葉文土器を伴う。円形
周溝13基は周溝墓の可能性あ
るが周溝中に円筒埴輪を伴う
ものもあり今後の検討を要す
る。周溝周辺には数箇所土師
式土器が集中しており , 祭祀
跡とみられる。本遺跡は墳墓
の見本市の観を呈する。
　【弥生時代前期の土壙墓10 図5　Ⅲ遺跡遺構配置図
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基、古墳時代の円形周溝13基・箱形石棺1基、方形周溝1基、掘立柱建物9棟、直線的な溝状遺
構や近世墓を検出。遺跡の北西側に13号墳、南東側に10 〜 12号墳。
　円形周溝は最大のものは直径11.5ｍ、最小が6.5×6ｍで幅0.8 〜 2.7ｍ、深さ10 〜 50㎝の周溝
が巡る。周溝からは土師器・須恵器が出土し、特に1号円形周溝から須恵質埴輪が多量出土して
おり古墳の内部主体が消滅したものと考えられる。
　箱形石棺は調査区の西端にあり主軸Ｎ76°Ｗ、内寸68×16㎝で川原石使用。棺内から鉄器およ

び臼玉1点出土。
　1号方形周溝墓は東西8.4ｍの方形平坦面の南側に
「コ」字状に幅0.7 〜 1.5ｍ、深さ10 〜 30㎝の溝。平
坦面の東寄りに主軸Ｎ76°Ｗ、長辺2ｍ、短辺0.6ｍ、
深さ6㎝の僅かな掘り込みがあり内部に緑色片岩の板
石が残存、箱形石棺を内部主体とする方形周溝墓。
　掘立柱建物群は2間×2間が4棟、2間×1間、3間
×2間、5間×1間、5間×2間、7間×2間がそれぞ

れ1棟。2間×2間と2間×１間は、規模的には同一であるが南北方向の中間の柱穴があるものと
ないものの差。5間以上の大型のものでも、5号掘立柱建物は対称に柱穴が並んだ側柱建物であ
るが、7号掘立柱建物は東側の長辺に沿って各柱穴間にも小柱穴を有し、さらに長辺に沿って中
央部分にも柱穴がみられる総柱建物である。
　切り合関係は5号掘立柱建物と3・4号掘立柱建物だけであり、3・4号掘立柱建物は他の7棟の
掘立柱建物と主軸を異にしていることから3・4号掘立柱建物が建っていた時期とその他の7棟が
建っていた２時期の建物群である。
　土壙墓は調査区の南西部、9号円形周溝周辺に集中。平面形は1.2 〜 2.3ｍ程度の楕円形の形状
で深さは30 〜 90㎝、60㎝以上のものが多い。1・2・4・5・7・9・10号土壙墓内部から円礫が出土。
なお、2号土壙墓からヘラ描沈線を有する弥生土器の壺と木葉文土器片出土。
　近世墓は11号墳と12号墳の間から1〜 5号墓、11号墳の周溝内から6・7号墓、10号円形周溝
の平坦面から8号墓、4号溝状遺構の西端から9・10号墓を検出。内部から陶器皿や寛永通宝出土。】
（４）土壇原Ⅳ遺跡（岡田敏彦）

A: 伊予郡砥部町　B:77/4.1 〜 5.3　E: 包含地　F:2,000㎡　G:2,000㎡　H: 縄文時代（早期）, 中世（室
町）　J: 重信川支流砥部川による河岸段丘上 , 標高50ｍ　K: 柑橘園 , 鶏舎 , 宅地造成地　L: 土壙状
遺構8, 集石溝状遺構3, 柱穴群　M: 縄文式土器・土師式土器・宋銭　N: 集石溝状遺構は , 石とと
もに多量の土師式土器の皿と支脚を出土し , 平行する2本に他の1本が接する所は , ほとんど土師
式土器（糸切り底）のみの堆積であった。
　【溝状遺構2条と土壙状遺構8基、柱穴群。2本の溝状遺構は、平均2mの間隔で平行、それぞ
れの規模は、北側溝状遺構が最大幅1.8ｍ、最小幅0.8ｍ、深さ20㎝、南側溝状遺構が最大幅1.5
ｍ、最小幅0.8ｍ、深さ10㎝、床は東から西に傾斜。北側溝状遺構の中間から北にのびる長さ4ｍ、
幅1.7ｍの溝状遺構有り。各溝状遺構の掘り込みはゆるやかな「U」字状で掘り込み内には、川原

写真１　Ⅲ遺跡遺構群（南東より）
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石・山石が大量に含まれている。掘り込み全
体を覆い隠すように完形の土師器皿が大量に
出土。一部掘り込み上面より盛り上がる状況。
土師皿に混ざって支脚状の粘土塊（土師器皿
をロクロ成形する際の粘土塊の残りか）も出
土。また、北側溝状遺構から北にのびた溝状
遺構内には土師器皿とともに「永楽通宝」「元
祐通宝」「景元通宝」も出土。】
（５-1）土壇原Ⅴ遺跡（長井数秋）

A: 松山市上野町土壇原　B:78/1.23 〜 3.31（67
日間）　E: 集落跡 , 墓跡（壺棺）　F:3,500㎡　G:
全面3,500㎡　H: 先土器時代 , 弥生時代（前期・中期）　J: 砥部川と御坂川の河岸段丘上 ,63ｍ　K:
柑橘園 , 発掘調査後そのまま放置、近い将来住宅団地として開発の予定　L: 弥生前期壺棺墓2, 弥
生中期住居址2,（円形プラン1, 方形プラン1）, 竪穴1, 土壙6　M: 弥生前期前半の壺形土器 , 甕形
土器 , 高杯形土器　N: 弥生時代中
期の , 住居址が2基出土している
が同時期でありながらプランが
相違している。壺間は板付ⅡA
に併行するものであり , 墓制研究
上好資料となろう。
　【「弥生前期壺棺墓2基」は、報
告書原稿で「弥生時代前期の遺
構（その1）」直径58㎝、深さ13
㎝の円形の掘り込みと北側の不
整形な楕円形の深さ18㎝の掘り
込みとし、出土状況の記述に南
側掘り込み『甕形土器は底部を
上にしてうつむせ……また、底
部も1点出土』とし、北側の掘り
込みでは『いずれも底部は完全
な形をしており、……同じ時代
の壺と甕形土器がセットで出土』
となっている。さらに「弥生時
代前期の遺構（その2）」として86
×78㎝、深さ25㎝。弥生土器出
土となっている。

写真２　Ⅳ遺跡遠景
（東より：盛り上がっているのは土師器群）

図6　Ⅴ遺跡遺構配置模式図
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　1号竪穴建物はＮ20°Ｗ（原稿ではＮ110°Ｅ）で長径5.9ｍ、短径4.1ｍの隅丸方形。柱穴は不明確。
木葉文を施した小型壺や重弧文の土器片があることから前期の可能性がある。
　2号竪穴建物は直径7ｍ、8本主柱の円形である。床中央部炉跡の東西に一対の柱穴。床面や炉
跡から弥生土器出土。刀子出土。
　竪穴状遺構は円形（2号：直径4.6ｍ。3号：直径3.4ｍ）・方形（1号：主軸Ｎ35°Ｅ、2.5×1.95ｍ。4号：
主軸Ｎ70°Ｗ、3.7×3.05ｍ。壁面にそって溝）それぞれ2基。方形の1号竪穴状遺構には作業台と

考えられる円形の川原石が有り工房と考えられる。
　土壙墓は調査区の南部20ｍ四方の範囲に集中、20
基報告されているが一部近世墓を含む。二段掘土壙
や刀子・鎌を副葬するものが有り、平面形は長方形
と長楕円形がある。円筒埴輪棺2基も土壙墓群中に含
まれる。Ⅴ遺跡と重複する古墳群の基盤面にも多く
の土壙状遺構があるが集中度や形態において土壙墓
群とは性格が異なるようである。
　Ⅴ遺跡上面には確認調査や発掘調査計画時に確認
できていなかった古墳が13基以上ありそれぞれⅤ -1
〜 13号墳（または方形周溝墓）として報告されてい
る。】
（５-2）土壇原Ⅴ遺跡　円筒埴輪棺（長井数秋）

A: 松山市上野町土壇原　B:78/2.15 〜 2.24（10日間）　
E: 墓跡（円筒埴輪棺）　F:16㎡　G: 全面 ,16㎡	　H: 古
墳時代（後期）　J: 御坂川の形成した河岸段丘上 ,63ｍ　
K:柑橘園　L:円筒埴輪棺2　M:円筒埴輪棺2　N:1号 ,2

号円筒埴輪棺ともに大形品で , 古墳に副葬されている円筒埴輪と異質のものである。松山平野周
辺の古墳に伴う円筒埴輪には類似するものは認められない。埋葬用に製作された円筒埴輪と理解
すべきものである。円筒埴輪棺は本県で初見である。
（６）土壇原Ⅵ遺跡（長井数秋）

A:松山市上野町土壇原　B:77/10.1〜10.30（26日間）　E:祭祀跡 ,墓跡（土壙墓,壺棺墓）　F:約3,000
㎡　G: 北東部 ,約1,700㎡　H: 弥生時代（後期）　J: 御坂川の形成した河岸段丘上 ,60ｍ　K: 柑橘園 ,
遺跡のうち1,300㎡は柑橘園として残っているが , 既発掘の1,700㎡は宅地化の予定　L: 弥生時代
後期土壙墓56, 弥生時代後期壺棺1, 土壙墓への供献土器群遺構5, 近世土壙墓5　M: 銅鏡1, 弥生式
土器（大形特殊器台 , 器台 , 高杯形土器 , 甕形土器 , 壺形土器）, 石鏃 , 陶器 , 人骨片　N: 土壙墓 , 壺
棺中 , 副葬品を有するものは1基のみで , それも破砕鏡である。他は土壙墓外に供献された状況で
器台 , 高杯等が出土した。弥生後期末の墳墓の在り方 , すなわち祭祀形態を明らかにするととも
に大形特殊器台の発生を知る手がかりとなろう。　O: 長井数秋1977「愛媛県土壇原北遺跡出土
の弥生式土器について」『ふたな創刊号』

写真3　1号竪穴建物（西より）

写真4　Ⅴ遺跡南部土壙墓群（西より）
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　【弥生時代の土壇原遺跡群を代表する
遺跡。壺棺1基、土壙墓75基（中・近世
墓5基含む）、土壙状遺構11基、特殊遺
構（供献土器群など）16か所。土壙状遺構
や特殊遺構としたものにも土壙墓の可能
性のある遺構有り。
　土壇原遺跡群調査の発端となった土壇
原北遺跡の北側と東側で土壙墓の分布状
況が異なる。北側は全体的に密集した状
況を示すが東側は4号土壙状遺構を取り
囲むような配置。なお、両者の中間とな
る部分には溝状遺構によって他の土壙墓
と区別されたような32・36号土壙墓あ
り。この2基はＮ64°Ｗで同一軸上に構
築、掘り込みの規模もほぼ同じ（32号：
105×230㎝。36号110×248㎝。）ただし、
溝で区切られた範囲の中央に位置する36
号土壙墓は鏡・玉・鉄器を副葬。その他
の土壙墓には遺物副葬はみられない。
　特殊遺構としたものは主に土器群で、
大型器台や装飾性の強い小型器台を含
み、中には器台と壺が横倒しとなったものもみられる。
　土壙状遺構のうち4・6・7号土壙状遺構は風倒木の可能性あり。】
（７）土壇原Ⅷ遺跡（岡田敏彦）

A: 松山市上野町　B:77/10.26 〜 11.10　E: 集落跡　F:600㎡　G:600
㎡　H:中世　J:重信川支流御坂川による河岸段丘上 ,標高56ｍ　K:
柑橘園 , 宅地造成地　L: 建造物址3, 竪穴状遺構2, 土壙状遺構4　N:
上野城址に関連する遺跡と考えられる。
　【掘立柱建物4棟、竪穴状遺構3基、溝状遺構2条、土壙状遺構5
基と五輪塔関連遺構として集石遺構と2基の土壙状遺構。掘立柱建
物と溝状遺構はほぼ南北を主軸とし、南北を棟方向とする5間×2
間の4号掘立柱建物を中心にその西側に2間×2間・2間×1間の建
物群が並ぶ状況。各建物を構成する柱穴は直径25㎝以下の小型。】
（８）土壇原Ⅸ遺跡（岡田敏彦）

A: 松 山 市 上 野 町　B:77/10.30 〜 11.10　E: 集 落 跡　F:1,200 ㎡　
G:1,200㎡　H: 中世　J: 重信川支流御坂川による河岸段丘上 , 標高

図7　Ⅵ遺跡遺構配置模式図
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56ｍ　K: 柑橘園・宅地造成地　M: 建造物址2, 土壙状遺構8　N: 上野城址に関連する遺跡と考え
られる。
　【掘立柱建物8棟、土壙状遺構14基、柱列5列を検出。建物・柵列は南北を指向するものが主

であるが45°傾くものもみら
れる。調査区の東西に遺構が
集中。柱穴は小型。】
（９）土壇原Ⅹ遺跡（岡田敏彦）

A: 松山市上野町　B:77/10.10
〜 11.20　E: 集 落 跡　F:1,200
㎡　G:1,200㎡　H: 古墳時代 ,
中世　J: 重信川支流御坂川に
よる河岸段丘上,標高56ｍ　K:
柑橘園 , 宅地造成地　L: 竪穴
式住居址2, 建造物址10, 土壙
状遺構12　M: 須恵器 , 弥生式
土器　N: 建造物址に柱穴の大
型のものと小型のものがあり ,

大型柱穴のものの中に , 建造物址の裄方向の柱穴が一ヶ所だけ広いものがある。
　【Ⅷ遺跡からⅩ遺跡はＡ〜Ｊのグリッドライ
ンを共有し、東西に並ぶ。
　竪穴建物2棟、掘立柱建物14棟、土壙状遺構
16基、溝状遺構1条を検出。1号竪穴建物は一
辺3.6ｍの方形で西壁面には焼けた粘性土が有
りカマドと考えられる。主柱穴は不明。土師器・
須恵器出土。2号竪穴建物は一辺6ｍの隅丸方
形で4本主柱。西側と南側の周壁溝の外方に浅
い掘り込みがあり建て替えを想定。土師器・須
恵器および鉄器出土。掘立柱建物は40㎝以下の
柱穴で構成する2・3・4・8・13・14号、50㎝
程度の1・9・10・11号、60㎝以上の大型とな
る5・6・7・12号に分類可能。小型柱穴の3号
が3間（5.3ｍ）×3間（6.2ｍ）で大型柱穴の7号が
3間（4.2ｍ）×3間（5.7ｍ）となり柱穴の大きさと
建物規模は比例しない。建造物としては10号
が4間（6.8ｍ）×4間（5.7ｍ）、12号が3間（4.6ｍ）
×5間（8.5ｍ）で大型となり棟方向もＮ14 〜 20

図9　Ⅸ遺跡遺構配置図

0 5m

図10　Ⅹ遺跡遺構配置図

0 5m
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°Ｅを指向（他に3・6・11号）。2・5・8・9・13・14号はＮ6〜 10°Ｅを指向。3・5・6・10号は北
側に対して南側の柱穴、7号は東側に対して西側がそれぞれ1本少なくなっており、建物構造に
由来する可能性がある。】
（10）上野城跡（土壇原Ⅺ遺跡上面が上野城跡）（長井数秋）

A: 松山市上野町土壇原　B:77/6.20 〜 8.22（56日間）　E: 城柵跡 , 墓跡（土壙墓）　F:7,600㎡　G: 全
面7,600㎡　H: 縄文時代（晩期）, 弥生時代（中期・後期）, 中世（室町）　J: 御坂川が形成した河岸
段丘上,60ｍ　K:柑橘園,発掘後はそのままの状態であるが,将来,住宅団地として開発される予定。　
L: 城郭址（L状の空濠2, 建造物址9, 土壙62, 弥生中期住居址1, 弥生前期土壙墓 , 縄文晩期土壙墓各
2）　M: 縄文式土器（前期 , 晩期）, 弥生式土器（前期 , 中期）, 石鏃 , 石包丁 , 砥石 , 磁器 , 陶器　N:1）
縄文晩期から弥生前期にかけての土壙墓が発見されたことは , 本地方に多視している弥生前期の
土壙墓の発生をしる重要
な手がかりとなろう。2）
中世の記録にない城郭址
の全貌が明らかとなった
ことは , 今後の中世城郭
史研究の上で重要であろ
う。
　【Ⅺ・Ⅻ遺跡は土壇原遺
跡群の東端の河岸段丘上
に広がる連続する遺跡で
あるが、調査段階で便宜
的に中世居館の外堀を境
に堀内をⅪ遺跡、堀外を
Ⅻ遺跡とした。
　報告書原稿で分類して
いる遺構は、竪穴建物3棟、
掘立柱建物16棟、竪穴状
遺構7基、土壙状遺構106 図11　XI遺跡遺構配置図（上野城跡。網掛けは館推定）

22号建造物 21号建造物

20号建造物

0 5 10m

写真6　内郭遺構状況（西より）写真5　外郭遺構状況（南東より）
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基、中世城館（掘立柱建物群、外堀、内堀）である。
　縄文時代の遺構は夜臼系の土器が出土する長方形掘り込みの土壙墓があるほか、Ⅱ遺跡の竪穴
建物から出土したような厚手無文の土器片が土壙状遺構出土遺物に混在。長方形の土壙墓には弥
生土器Ⅰ型式が出土するものもあり、縄文時代晩期終末から弥生時代前期にかけての墓地が広
がっていた可能性を示す。
　弥生時代では3棟の竪穴建物があり円形の掘り込みを有するものは1号のみである。南北7.5ｍ、
東西6ｍで床面には浅い周壁溝が巡っている。床面の中央部が中世館の内堀によって掘り込まれ
ている。2・3号は柱穴群の中に円形に並ぶものがあることから竪穴建物を想定。
　掘立柱建物については磁北から10°以内の傾きのものと大きく傾くものがあり、磁北から10°
以内のものを中世関連のものと考えた。
　中世館は東西81ｍ（Ｎ84°Ｗ）、南北70ｍ（Ｎ13°Ｅ）、幅6ｍ、深さ3.1ｍの外堀と東西30ｍ（Ｎ85°Ｗ）、
南北46ｍ（Ｎ2°Ｅ）、それぞれの幅3.5ｍ、3ｍ、深さ0.9ｍの内堀によって囲まれており、内外の

堀の間は東端で19.5ｍ、南西角で38ｍ、北
端22ｍとなる。外堀東端の内外両法面に掘
り込みを確認。東西方向の内堀には大量の
礫が堆積。
　内堀内にはＮ4 〜 6°Ｅの建物群があり、
3間×6間（5.5×11ｍ）で南と西に1ｍ程度
の庇状の柱列を持つものを中心建物とし、
その北側に3間×2間（6×5ｍ）、2間×2間
（4×4.4ｍ）を配し、中心建物の南側にも中
心建物と棟方向が同一または直交する小型
の建物が配されている。また、内堀と外堀
に囲まれた範囲にも同様な向きの建物を見
出すことができる。】
（11）土壇原Ⅻ遺跡（岡田敏彦）

A: 松山市上野町　B:77/5.4 〜 9.6　E: 集落
跡　F:8,000 ㎡	G:8,000 ㎡　H: 弥生時代（後
期）, 古墳時代　J: 重信川支流御坂川による
河岸段丘上 , 標高56ｍ　L: 竪穴式住居址23,
建造物址34, 竪穴状遺構9, 土壙状遺構70, 溝
状遺構2　K: 柑橘園・宅地造成地　M: 弥生
時代後期後半・古墳時代　N:1）河岸段丘の

縁辺部に多くの住居址が集中し , 個々の住居址の形態が異なる。2）住居址・建造物址の分布状況
について検討を要する。3）弥生時代後期後半の土器型式の設定可能。
　【報告書原稿で分類している遺構は、竪穴建物24棟、掘立柱建物36棟、竪穴状遺構9基、土壙

図12　XII遺跡遺構配置図

0
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状遺構70基である。
　竪穴建物群は調査区の南に集中し、一部中央部西端に古墳時代の方形竪穴建物。弥生時代の竪
穴建物は円形と方形など、その形態は様々である。掘立柱建物には「上野城跡」館と考えられる
建物群と同様の棟方向を取るものも多くみられるが、本遺跡内で特筆すべき掘立柱建物は調査区
南側のもので調査時から土壙状遺構か建物の柱穴かが問題となり、報告書作成段階では10 〜 13
号土壙状遺構としながら本文中で1間×1間（4×5ｍ）の建造物の可能性を説明している。各柱穴
（報告書原稿では土壙）は直径125・115・135・125㎝、それぞれの掘り込みには柱痕跡がありその
直径は25・17・25・25㎝、遺構掘り込み上面からの深さは95・100・120・104㎝となる。柱痕跡
の直径とその深さから通常の建造物ではなく地上部分のかなり高さのある建造物を考える。
　各遺構の出土遺物から弥生時代後
期後半から古墳時代初頭にかけての
集落遺跡と考える。】
（12）土壇原窯跡（長井数秋）

A: 松山市上野町土壇原　B:77/7.25
〜 8.18（24日間）　E: 生産遺跡（窯業）　
F: 約100㎡ G: 約100㎡　H: その他（明
治時代）　J: 御坂川が形成した河岸段
丘崖の斜面上 ,57ｍ　K: 柑橘園 , 発掘
のまま放置。近い将来 , 住宅団地に
なる予定　L: 陶器 , 磁器生産のため
の登り窯　M: 各種陶器 , 各種磁器 ,
各種窯道具　N: 砥部焼の登り窯跡で
あるが、記録上には存在しない。明
治時代の磁器生産のための登り窯であるが , 江戸時代
の陶器も出土していることから , 窯が改築された可能
性もある。砥部焼の窯跡の発掘は地元では初めてであ
り , 今後の砥部焼研究の基礎資料となろう。
２　発掘調査概要の公表されてない遺跡

　発掘調査終了段階で日本考古学協会年報に記載のな
い遺跡について、その概要を報告書原稿より要約して
おく。
（１）土段原Ⅶ遺跡

　A: 松山市上野町　E: 弥生時代・古墳時代の遺物包含地　F:1,250㎡　G:1,250㎡　H: 中世の建造
物跡　J: 河岸段丘 ,58ｍ　K: 柑橘園　L: 掘立柱建造物跡3，土壙状遺構21, 溝状遺構　M: 弥生式
土器片 , 須恵器片 , 土師器片 , 瓦器片 ,　N: 土壙状遺構群は風倒木の可能性を有する。溝状遺構は
ほぼ東西南北に近い方法性を持つが建造物や柱穴列との関連性がみられない。

図13　XIII遺跡南部主要遺構群（網掛けは大型柱穴建造物）

12号土坑

11号土坑

10号土坑

13号土坑

0 5m

写真7　土壇原窯跡
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　【Ⅵ遺跡の南側、Ⅴ遺跡の東側。3号掘立柱建物は桁方向Ｎ67°Ｗの1間×1間の建造物で建物
規模は4.2×2.2ｍ。各柱穴は直径82 〜 87㎝、深さ38 〜 42㎝で2本の柱穴には川原石が入り、さ
らに糸切り底の土師器杯が出土。本建物は周囲にあるⅧ〜Ⅹ遺跡で検出した掘立柱建物と比較し
ても大型建物が分布するⅩ遺跡のものに匹敵する柱穴の大きさである。】

３　公表されている遺跡について

　愛媛県史や松山市史など土壇原遺跡関連資料として
すでに公表・活用されているものにも修正の必要なも
のがあるためここで正しておきたい。
（１）公表資料の修正

土壇原Ⅱ遺跡の縄文時代竪穴建物

　すでに『愛媛県史』等で公表され、最近では愛媛県
歴史文化博物館の兵頭氏によって、その出土資料の再

検討が行われているものではあるが、竪穴建物の東西方向が反転した図面が流布されている。昭
和56年度作成の報告書原稿では、『本遺構と斬り合うように、床面北東隅には、長軸2.4ｍ，短軸
2ｍ，深さ30㎝の土壙状遺構がある。』と説明しており、『愛媛県史資料編考古』の87頁記載図の
東西方向が逆になっていることがわかる（愛媛県史編さん委員会1986）。なお、本図面の原図とレー
スも筆者が行っており、図中の方位記号を見ても逆になっていることがわかる。この図があるた
め最新の『愛媛県歴史文化博物館研究紀要第18号』115頁掲載の図も東西方向が逆となっている。
ただ、この図については同じ『愛媛県史資料編考古』の古墳時代の土壇原古墳群の解説に使用し
ている「土壇原5号墳の平・断面図」では正確な方向（土坑状遺構が竪穴建物の北東隅にある）で
記載されている。
　『松山市資料集第2巻抜刷　考古編Ⅱ』の縄文時代記述中で本竪穴建物の所在する土壇原Ⅱ遺
跡の場所が『本遺跡は土壇原Ⅱ古墳群中の、中期の方墳である第六号墳の基盤面を調査中に発見』
とされている。なお、挿図は東西反転している。（事業者提出用「昭和51年度土壇原埋蔵文化財
発掘調査報告書」では土壇原第5号古墳と明記されている。）
土壇原Ⅵ遺跡の弥生時代土壙墓群

　『松山市史料編第二巻抜刷』165頁掲載の「第103図　土壇原Ⅵ遺跡北部土壙墓群」については
大幅な変更となる。ただこの遺跡については正確な測量原図が失われており、昭和56年に作成
したはずの遺跡全測図も現存していないため、現在流布しているものは平成20年に愛媛県生涯
学習センターと愛媛県埋蔵文化財センターが共催した『弥生・古墳時代の土壇原遺跡群−生涯学
習センター付近で見つかった墳墓と副葬品−』展示解説に使用した略図であるが、この略図も展
示会用に作成したもので土壙墓の形状やその他の遺構配置に齟齬が生じている。今回の土壇原遺
跡群再整理において、報告書原稿および残存する写真資料から各遺構の規模や配置を再検討し新
たに作成したⅥ遺跡遺構略測図が図7である。
特殊扁壺（土壇原7号墳周溝出土）

写真8　Ⅶ遺跡全景（北より）
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　土壇原遺跡群出土遺物のうち単体で資料紹介されたものの中でも全国的に出土例の少ない「特
殊扁壺」は、各研究論文で図画引用されている。しかし、『愛媛県史考古資料編』の挿図で壺部
分を紹介し、本文中や日本考古学年報で「六号墳出土の須恵器製の剣柄部」の表記を行っている
ことから土壇原古墳群の特殊扁壺出土古墳は「6号墳」となっている。壺部分には「土壇原7号
墳周溝　51,11,2」、柄部には「土壇原7号墳」と注記され、出土位置の検討で【6号墳（誤）→7号
墳（正）】に修正する必要がある。合わせて、これまで実測図の掲示を行っていない「須恵器（剣）
柄部」とともに同時出土の杯身の実測図を掲載することとする。
　柄付の特殊扁壺であるが、柄となる部分は資料紹介されているような立ち上がりではなく外面
はかなり内傾しているため剥離面は極めて薄く、この部分を柄部とすると中空である。一方、柄
部と考えられるものは中実で両端を欠損しているが残長9㎝、片方から八角形・十二角形・円形・
円形となり、十二角形と端部の円形部分にはそれぞれ6個と9個の「×」状文を刻んでいる。資
料紹介されている柄付特殊編壺の柄部をみると「竹の節」を意識したような突部分があるが本古
墳出土品は明らかに平面となり｛×｝が施文されている。壺部分と柄部分を同一個体とするには
もう少し検討が必要となろう。

おわりとして

　今回、解説した内容は各遺跡の一部
にすぎず、遺跡内容をすべて網羅する
となると、前記したように既存報告書
原稿本文編で800ページあり、図版編
を含むとさらに大部のものとなる。既
存報告書原稿については、紀要への要
約ではなく、現存する遺構・遺物の図
面を含めたものを記録としてとどめて
おく必要があり、センターホームペー
ジに項目を上げて記録しておく方向で
今後調整を考えている。なお、その際
には過去に土壇原遺跡群の遺構・遺物
を扱った未公開の研究論文も合わせて
参考資料として紀要等に掲載していければと考えている。
　十分に現地を見ていないものもある土壇原遺跡群という膨大な内容を含む遺跡資料について、
40年前の記憶をたどりながらまとめてみたが、充分に咀嚼したとはいえない状況である。図面・
写真のすべてが揃っている状況でもないため、記述しながら筆者自体がさらに混沌とした状況に
陥ってしまい、充分に遺跡内容をお伝えできているか不安である。ただ、今回の記述で土壇原遺
跡群という濃霧の中にあった遺跡の内容について、少しでも視界が開ければ幸いである。
　このような公表の場を提供していただいた関係各位にお礼申し上げます。

図14　7号墳出土須恵器実測図
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湯築城出土瓦と墨書土師器杯について最新の知見

	 中野良一

はじめに
　長宗我部元親の本城である岡豊城（高知県教育委員会1990）や、幡多地域の支配拠点である中村
城（高知県中村市教育委員会1985）から出土していた瓦と同笵・同文の瓦が湯築城の発掘調査に
よって出土し（中野2000）、瓦と「土州様」と墨書された土師器杯をあわせて、長宗我部元親の四
国統一の流れで解釈した論考を発表して16年の歳月が経過した（中野2000・2009）。その間、文
献史学の研究者1）や、考古学研究者2）からも筆者の解釈を疑問視、または否定する見解を頂戴し
ている。
　時の経過によって、当の瓦や墨書土器に関して劇的な論が展開できる新資料を得ているわけで
はないが、瓦に関しては関連がうかがえる資料に出会い、胎土分析も実施できた。墨書土器に関
してはその出土状況において新たな情報を得たので、それらの紹介とそこから派生する若干の見
解を述べておきたいと思う。

1　湯築城出土の長宗我部系瓦
（1）同笵瓦と類似する瓦（図1・2）
　岡豊城・中村城・湯築城から出土した図1の同文の瓦が、いわゆる同笵瓦であることを否定す
る見解はない。瓦はまず岡豊城に葺かれたと考えられるが、それは当時の長宗我部元親と明智光
秀との親しい関係から捉えられるものであり、天正3年銘の瓦には泉州の文字もみられることか
ら、堺の瓦工人との関わりが議論される（加藤2012）。
　そこで堺環濠都市遺跡で出土した瓦をみると、軒平瓦の瓦当文様と似た文様を持つ瓦が存
在する。3城出土軒平瓦当文様の最大の特徴は、中心飾りの上方から両方向に派生する唐草文

図1　同笵瓦

岡豊城 中村城 湯築城
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図2　堺環濠都市遺跡・大阪城跡出土瓦

438･417･431（堺環濠都市遺跡　SKT701） （堺環濠都市遺跡　SKT874　1次面）

125･126（堺環濠都市遺跡　SKT1029　SK2103）

（堺環濠都市遺跡　SKT173） （大坂城跡OS02-8次調査　SA301）

431 146

438

SKT173

SKT1087

SKT701

SKT421-3

SKT177

SKT1029

SKT874

堺環濠都市遺跡範囲

『堺市埋蔵文化財調査概要報告』第147冊の第1図に加筆

【アンダーラインの地点は出土瓦掲載】

417

※縮尺任意・不同

126

20

125

680
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で、下方左右にはさらに3反転の唐草文を配する。中心飾りは3城のものとは相違するが、唐草
文の配置はよく似ている。堺の瓦では図2の431・146・125・680が該当する。未掲載だが他に
も SKT421-3（樋口1996）、SKT177（内本2001）、SKT1087（海邊2015）などの各地点からも出土し
ており、環濠内に建築されていた建物に、広い範囲で使用されていたことがうかがえる。また、
126のように中心飾りは宝珠であるが、上方から派生する唐草文と3反転の唐草文を有するもの
もある。
　大阪城跡から出土した20の瓦は（平田2003）、中心飾りが桐文で、上方から派生する唐草文と2
反転であるため堺と比べると横に伸びた唐草文で構成されているが、中心飾り上方に唐草文が配
置されていることから堺出土のものと同系統と考えられる。この唐草文のほうが3城の軒平同笵
瓦に近いといえる。
　軒丸瓦については、堺環濠都市遺跡 SKT701の417・438（嶋谷2001）の2点を取り上げた。これ
は12個の珠文で巴の尾部が近接または圏線状になっているものを探した結果である。12個の珠
文で巴の巻方向が同じものはなかった。
　岡豊城の紀年銘瓦にみられるように、瓦生産に泉州の工人が関わっていたことは明らかな事実
として捉えられており、大坂城跡や堺環濠都市遺跡内で出土する瓦のうち、特に軒平瓦当文様に
おける唐草文配置の共通要素からみて、長宗我部系の瓦との系譜・系統的関連性を強く感じさせ
る資料である。
（2）瓦の年代観（図3）
　瓦の年代観については、堺環濠都市遺跡では火災による焼土層の形成、およびその上下整地層
に含まれている遺物の組成や年代観が判断の基準となっている。幾度かの火災が発生しているが、
特に1615年（慶長20）の大坂夏の陣による焼土層は下限の鍵となる。また堺自治区の象徴的な環
濠に関しては、1586年（天正14）に秀吉の命で埋め戻されている。
　まず堺出土の軒平瓦の廃棄の時期について検討すると、中世および近世の瓦について全国的に
まとめられた山崎信二氏は、「近世高知の瓦」の章で長宗我部系瓦と同じ図版に堺環濠都市遺跡
SKT173地点（図2-680）の軒平瓦を掲載された。この瓦についての解説はないが、すでに瓦当文様
が3城の瓦と共通性をもっていると認識され、山崎氏のいわれる近世Ⅰ期（1575 〜 1582）の資料
として紹介されたとみられる。また、「近世大坂の瓦」の章でも、近世Ⅲ -1期（1592 〜 1600）の
瓦として同じ軒平瓦を掲載されている（山崎2008）。この瓦の廃棄年代について報告書では、1615
年の焼土層を除去した1次面で出土しており、1615年の大火もしくは1596年の地震に関連した可
能性が考えられている（白神1997）。SKT874地点（図2-146）は1次面の出土で1615年の年代が与え
られている（近藤・岩宮2005）。SKT1029地点の SK2103（図2-125）・126は1615年に焼失した磚列
建物に葺かれていた瓦を廃棄したと捉えている（近藤2014）。SKT701地点431は排土からの出土
である。ここでは図を掲載していないが、4次遺構面に掘り込まれた025・027号の瓦を捨てた穴
からも同文瓦が出土しており、共伴の志野や唐津からみて16世紀末から17世紀初頭の年代が与
えられている。このように大半は1615年の焼土層形成に関連して廃棄されている様相がみられる。
最も遅く廃棄されているものとしては SKT1087地点の同文瓦があり、0次遺構面の出土で17世
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図3　瓦の生産および廃棄年代（推定）

出　土　瓦

堺環濠都市遺跡SKT874　1次面

大坂城8次　SA301

湯築城

岡豊城

岡豊城
※縮尺任意・不同

中村城

生産年代 廃棄年代

16世紀中頃に
は使用されて
いた

慶長20年（1615）
または17世紀中頃

大阪城築城
（1583）頃

17世紀初頭以前

天正13年
（1585）

天正15年頃
（1587）

天正7年頃?
（1579）

天正13年
（1585）

天正7年頃?
（1579）

天正3年
（1575）

?

天正16年頃?
（1588）
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紀中頃以降とされる。
　次に瓦の生産年代について検討する。この瓦が焼成された窯や生産に関連する遺構は発見され
ていない。よって瓦の廃棄年代で最も古いと考えられるもので推察する。SKT701地点7次面の
遺構034号からも出土している。この地点では19世紀の遺構が検出されている最上層１次面から、
15世紀後半以前とみられる最下層の７次面下まで確認されている。瓦の出土した7次面は上層の
6次面を少し掘り下げて検出された面で、6次面を覆っていた焼土層からの出土遺物が16世紀中
頃でまとまっており、報文では1553年（天文22）	の大火が候補にあがるかもしれないとしている
（嶋谷2001）。そうであれば7次面の瓦は、16世紀中頃かそれ以前の年代が考えられることになる。
どこまで遡るのか不明であるが、16世紀中頃には生産されていた可能性を示している。
　大阪城跡OS02-8次調査の SA301から出土した瓦（20）は、秀吉の大阪城築城に際して造られた
とされる達磨窯などと一緒に検出されている。SA301は第3a 層上面に構築された練塀で、1号窯
と近接した年代とみられる（平田2003）。大坂城は1583年から築城されており、この年代に近い
と考えられる。
　以上、3城の軒平同笵瓦に類似する唐草文様をもつ瓦は堺環濠都市遺跡に広範にみられ、16世
紀中頃には生産が行われていた可能性があり、その多くは1615年の大坂夏の陣を要因として廃
棄されたと考えられる。
（3）胎土分析結果から（本誌の白石氏分析結果を参照）
　岡山理科大学白石純氏のご厚意により、3城の同笵瓦および堺環濠都市遺跡の瓦について胎土
分析を実施することができ、この分析結果から新たな知見を得た。最も重要な成果は、岡豊城と
中村城の胎土は同じで、湯築城のものとは違っていることである。このことによって一工人によ
りすべての同笵瓦が同じ時期に生産されたものではないことが明らかにされた。この点に関して
は成形技法の部分的な違いや法量の差からそれぞれ工人が違う可能性も考えていたが、岡豊城と
中村城のものに関しては湯築城のものと比較してそれほど大きな差異はみられなかった。湯築城
の軒丸瓦は珠文が大きく、外区の内側に面取りを施していない。また、軒平瓦も含めて文様に
シャープさがなく、すでに使用頻度の高い笵木を用いた可能性があることから、岡豊城と中村城
より後で生産されたと考えていた。今回の胎土分析結果はまさしくそれらの推定を裏付けるもの
だと考えて良いのではないだろうか。以下に分析結果から断定できることや推測できることをま
とめる。
　①岡豊城と中村城の瓦は同一工人（集団）の手により、湯築城の瓦は別工人により生産された。
　②岡豊城の瓦は堺の瓦40と同じ胎土のものがあることから、堺で生産された可能性がある。
　③中村城の瓦も岡豊城の瓦生産の時に作られた可能性もある。
　④	湯築城の23以外の瓦は堺の瓦と同じ領域に入っていないことから、地元で生産された可能
性が考えられ、岡豊城や中村城のものと成形技法が違うことから笵木を入手して生産した可
能性が高い。

　⑤湯築城23の瓦は城の中央丘陵部の中壇から出土しているが、堺で生産された可能性がある。
　どこの粘土を使用していたのか不明であるが、岡豊城と中村城の瓦の胎土が同じであることか
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ら、瓦生産の当初から両城に葺くことを計画していた可能性も考えられる。だとすると瓦を葺い
た年代には大きな差はないといえるのではないだろうか。白石氏も記しているが、今後堺産瓦の
分析データをさらに積み重ねることと、それぞれの城郭で出土している多種多様な瓦の胎土分析
も必要であろう。

（4）文献史料から

　湯築城内に長宗我部系瓦が有ることに対して、1585年（天正13）の春頃に「一時的にしろ宿敵
の長宗我部氏に占拠され、城の大手側に（中略）同文の瓦を使用した建物を建てた」とした筆者の
推論に対して、文献史学側の藤田氏は「長宗我部氏が、服属した大名の城郭に岡豊城と同笵の瓦
を葺かせたという事例があるのか。まずこれが証明されなければ、成り立たない。」と反論され
た（藤田2005）が、管見の限り現段階でそのような事例はない。確かに同じ事例があれば解釈（推論）
の妥当性を容認しやすくなるとする枚挙的帰納論理も理解でき、事例の多さが蓋然性の証明に繋
がると考えることは自然であるし、報告書執筆当時に筆者も事例が増えてくれればという思いも
あった。しかし、現代の我々が扱っている日の目を見た資料は、当時の総体からすればほんの一
部であることを強く認識するならば、いま単に事例の無を持って解釈の是非を問うことが必ずし
も有効とは考えられない。仮に長宗我部元親が関わったすべての城の調査が行われた結果、同笵
瓦が一切使用されていなかったとしても、湯築城に有ることと中村城以外の城に無いことの背景
をどう証明するのか、極めて難解な作業であり、事例がない＝成り立たないとはならないのでは
ないだろうか。
　瓦が葺かれた契機としての1585年春頃の文書史料と考古資料を基にした見解については、現
在に至っても新しく追加されたものがないのでこれまで以上の推論は重ねないこととするが、も
う一方の「予土和睦（長宗我部氏と河野氏の和睦）」を契機にという推論に関しては、新しい史料
もあるようなので概観する。
　報告書を執筆した2000年段階ではこの和睦に関する見解は発表されていなかった。藤田氏はま
ず2001年に長宗我部氏と毛利氏の同盟（芸土同盟）について言及された（藤田2001）。2005年『よど』
7号の論考の中では、西尾氏の論（西尾1999）などを参考にした河野氏と長宗我部氏の関係につい
ては「当該期の河野通直は、その生涯を通じて毛利氏との関係を重視し、長宗我部氏とは相容れ
ることがなかった」との立場を明確にされている。2005年と2008年桑名氏が「金子文書」を引用し、
天正7年当時、予土間の和睦交渉が進められていたことを述べた。同盟成立期は記していないが「長
宗我部氏と河野氏の間には、和睦に伴う不可侵協定が成立していたと推測」され、その後天正12
年3月より、「それまで提携関係にあった長宗我部氏と河野氏（支援する毛利氏）は両陣営に分属」
するとした両者の動きに対する一連の見解を出された（桑名2005・2008・2015）。山内治朋氏は予
土和睦成立期を天正9年頃とみている（山内2009）。2010年に藤田氏は高知県で開催された講演資
料で、「元親はまさに内憂外患に悩まされることになった。その結果、事態を打開すべく長宗我
部氏は天正9年に毛利氏との同盟を画策する」ことになるとし、毛利と長宗我部の同盟成立を天
正9年8月とされたが、桑名氏は天正6年もしくは7年とみている。また川島氏は「長宗我部氏は
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永禄年間末頃より毛利氏寄りの姿勢をとっていた」とみている（川島2007）。この芸土同盟は「河
野氏の処遇と密接に関係した」とし、「長宗我部方だった金子氏が、天正9年以来河野氏と和睦
したこともうかがわれる」とされ、予土和睦があった可能性を述べられている（藤田2010a）。
　このように文献研究者の方々が、長宗我部氏と河野氏の和睦の成立について言及されている。
その成立時期には各研究者間で多少のズレは存在するが、両者に交流の可能性を持たせる期間が
存在したことになり、河野氏が長宗我部系の瓦を入手するきっかけの一つとして捉えられるので
ある。もちろん和睦と瓦の入手の関係については、さらに踏み込んだ証明が必要であることは承
知している。逆に最後まで敵対しているならば、力と力の衝突による占領・奪取の図式での解釈
を考える。
　予土和睦について最新の史料によると、石谷家文書の真木島昭光書状に、長宗我部氏と河野氏
の和睦が毛利輝元の申し入れによりなされることになったと記され、その時期を天正11年とみ
ている（浅利・内池2015）。この史料の発見により「予土和睦」がより現実的なものとして認識さ
れていく事になると思うが、予断を持たず、今後もこの文書から派生する歴史検証の推移を注視
していきたい。

2　「土州様」の墨書土器について（図4）
　湯築城内家臣団居住区の南西コーナー部の道路内側付近で、ひとまとまりの墨書土器群（土器
溜301）が出土した。10点の墨書土器と墨書のない土師器杯・皿6点、大型の青花皿片1点があり、
墨書には「妙祐」（734）「右京之二人」（733）などとともに「土州様」（735）と書かれた土師器杯があっ
た（愛媛1998）。この土器溜は層位的に3段階に所属するもので、基本土層Ⅲ層（1542年頃の天文
伊予の乱か、1553年通直・通宣「鉾楯」により形成）より後で、最終遺構形成面（4段階）より前
の時期と捉えられる。報告書でも記しているが、この3段階は2段階と4段階の間にある遺構を
一括りにしており、他の段階のように一面均一に検出される面ではなく、遺構の上に整地層が有
るものや無いものなど判断の難しい段階であった。4段階の遺構もいつ構築されたのかについて
は明確になっているものは殆ど無いのが現状であり、報告書において土器溜と層位の関係図面は
掲載していない。
　筆者はこの「土州様」を湯築城内に示された長宗我部氏の足跡であると考え「紛れもなく長宗
我部氏のことである」とした（中野2000）。これに対して藤田氏は「湯築城と関係する土佐守は元
親ただ一人だったのだろうか。（中略）最終的に当城は、加藤嘉明の松山城に対する付城として機
能していた可能性が高いから、豊臣政権と関係の深い小早川・福島・池田・小川（土佐守を称す）・
藤堂という歴代領主との関係から考えるのが自然ではないか」と疑問を呈された（藤田2010b）。
しかし、この土器溜が層位的に3段階の整地層に覆われている以上、1585年以後にこの墨書土器
が埋納された可能性はほぼないといえる。土器の出土状況について当時調査を担当していた柴田
圭子氏に詳細を再確認したところ、基本土層Ⅲ層の上の整地層で比較的Ⅲ層に近いレベルから出
土しているとのことであった。すなわち、Ⅲ層形成直後に行われたと考えられる整地の途中で土
器が置かれた可能性が高いと柴田氏はみている（柴田2015）。それに従うならば年代的に「土州様」
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が長宗我部氏（元親）であることは困難と言わざるをえない。その一方で、Ⅲ層形成段階に近い時
期に土佐守とされる人物が存在する。それは松末通康書状にみられる「土佐守」、「久枝土州」で、
西尾氏はこの松末氏について「「土州」、「久枝土佐守」とならんで、天文伊予の乱の収束におい
て重要な役割を果たした存在であった可能性が考えられる」としている（西尾2007、山内治朋・
土居聡朋2006・2007）。書状中の人物像についての詳細はわかっていないが、墨書土器の埋納時
期がⅢ層形成直後という年代なら、射程に入る人物であるといえよう。いずれにしても遺構面3
段階がもつ曖昧さによる時期幅の不確定は、今後検証材料が新出してくる可能性は低いといえる。
むしろ一群の墨書がもつ意味を解明することによって、埋納された背景が明らかになるものと期
待されるが、筆者にはその力量がなくどのような解釈が成り立つのかご教示いただければ幸いで
ある。

おわりに

　中世において、考古資料と文献史料のそれぞれが持つ情報のすり合わせを積極的に行うことは、
地域の歴史を再現する上で極めて重要な作業であると認識する。藤田氏は「そもそも、遺物の年
代観から政治史研究を行うという方法は可能であろうか」と疑問を呈されており（藤田2012）、確
かに文献に表されているピンポイントの年代比定にくらべると考古資料は相対的であるという一

図4　土器溜301出土遺物
『湯築城跡』第1分冊より転載
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面の真理をつかれているが、ある文書の年代が明確であるからといって、ひとつの史料によって
政治史が明らかになるわけではなく、その前後の文書内容が相対的に関連性を有していると解決
されることによって、一連の体系的整理が可能になると考えられ、お互いの見解の相違は分野の
限界を批判してもあまり意味を持たないのであり、限界を認めた上で歴史復原に繋がる点を議論
していくプロセスが大切ではないだろうか。その意味において湯築城の考古資料の中から、昨今
新しい見解を発表できていないのも事実であり調査担当者としての反省点である。全体の3分の
1を発掘して得られた成果を声高に披露する時期も過ぎていることから、現状では極めて困難な
状況にあるが、残りの部分にどのような歴史が刻まれているのか、新たな発掘調査計画の立案が
望まれる。
　末筆ではありますが、藤田氏には今まで正面から鋭い反論をいただき、証明の曖昧さや史料の
あつかい方の不適切な部分を明確に指摘いただいたことに感謝しています。また、高知県四万十
市教育委員会、高知県文化財団埋蔵文化財センター、堺市立埋蔵文化財センター、愛媛県教育委
員会には胎土分析のために貴重な資料の提供を受けました。さらに、白石純氏にはご多忙にもか
かわらず瓦の胎土分析を快諾いただき、重要な成果を得ることができました。ありがとうござい
ました。
	 （2016年3月18日）

註
1）文献史学研究者からの反論は主に藤田達生氏からのもので、藤田達生2005「伊予八藩成立以前の領主と城郭」『よ

ど』7号をはじめ、2010「湯築廃城考」『伊予史談』358号、2012『秀吉と海賊大名』中公新書などで反論が展

開されている。また、津野倫明氏も2012『長宗我部氏の研究』吉川弘文館と2014『長宗我部元親と四国』吉川

弘文館において藤田氏の反論を支持している。

2）山崎信二氏は2008「近世高知の瓦」『近世瓦の研究』奈良文化財研究所において、山内譲氏の「長宗我部氏は

四国統一を完成していない」という考え（山内譲1998）を援用し、天正13年の春以降、7月までの間に長宗我部

の瓦を製作し葺いたとは考えられないとした。四国統一問題はさておき、期間的に極めて短期間で瓦を葺くと

いうことについては、筆者も可能性は少ないとも考えていた。しかし、瓦の出土地点は大手を入って上級武士

居住区へむかう道路に併設された石組みの排水路上で、瓦当も廃棄されているという城内では珍しい出土状況

であることや、場所的に居住目的の礎石建物などは無いと考えられることから、瓦の葺かれていた構造物は、

門やお堂のような小規模で少量の瓦で構築可能であったものと考えれば、期間的な問題は解決するのではない

だろうか。また山崎氏は、政治と瓦を結びつける発想ではなく、個別地域と堺・大阪商人との結びつきが同笵

瓦を生じさせている原因と指摘している。それには当時の瓦が商人に扱うことができる商品的物品であったこ

とを証明する必要性があると考える。
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由良崎防備衛所跡の採集遺物
−愛媛県南宇和郡愛南町における戦争遺物−

	 多田	仁　増田晴美

はじめに

　2015（平成27）年11月22日、愛媛県南宇和郡愛南町に所在する由
ゆらのはな

良崎防備衛所跡の見学会が開
かれた。参加者は四国戦争遺跡保存ネットワークの有志や当該期研究者などで構成され、愛媛新
聞社会部の取材記者も同行し、後に紙上で見学会の状況が報告された（平成27：2015年12月25
日愛媛新聞）。本稿で報告する遺物は本見学会の際に採集されたもので、県内でも屈指の戦争遺
跡であることを重視してその内容を報告することとした。

１　由良崎防備衛所跡

　由良崎防備衛所跡は愛媛県南宇和郡愛南町の由良半島最西端に所在する（図1）。本施設は、大
分県に司令部を置く海軍呉鎮守府隷下の佐伯防備隊に所属していた（地図2003ほか）。
　1936（昭和11）年に海軍は豊後水道に侵入する敵国の艦船の捕捉、自国艦船の航行の安全確保を
目的として、海中に機雷や磁気探知機、水中聴音機を敷設し、その受信施設として陸上に衛所や
見張所を設置することを計画した。建設地には掃海任務に適した岬の突端や山頂、あるいは機密
保持のために人里離れた場所が選ばれた。由良岬もその一つである。
　ここには、岬の先端に半地下二層の聴音所と電探室、そこからやや高所に見張所が備えられ、
その他には、発電室、兵舎、雨水を利用した貯水池などが備えられた（図版1〜 3）。これらには
海側から発見されないようにするため、コンクリートの壁面には石を埋め込み、天井には砂が被
せられ、兵舎には迷彩色に塗装が施された。由良衛所の正確な完成年は不明であるが、1940 〜
1941年頃とみられている。その後の戦況悪化に伴い、敗戦直前には砲台4カ所と砲兵用の兵舎3
棟が新たに造成され、兵員は最大で300名程になったといわれている。
　1945（昭和20）年8月15日、衛所は一度も直接攻撃を受けることなく敗戦を迎えた。敗戦後は、
一部の兵士が残務処理のために残留し、占領
軍の指示によって弾薬や各種機材の破棄およ
び施設の爆破を行った。この一連の作業が終
了したのは、同年11月23日であった。

２　採集遺物

磁器（図2-1 〜 7）
　1は胴部から口縁部にかけて緩やかに内湾
しながら外傾する器形となるもので、高台内
面は蛇の目状凹形となる皿である。内面口唇

図版1　聴音所
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部側にはコバルトの草花文が全周に描かれ、内面見込み部分にはコバルトの風景文が残されてい
る。また、口唇部側の草花文内には、鳥を表現したと思われる文様も重なるように施されている。
内面見込みの風景文は、松、建物、漢詩等によって構成されている。2は胴部から口縁部へ外反
する器形となる皿（輪花皿）である。口縁部の内外面にコバルトの染付、内面見込み部分には緑色
の蔦・赤色のブドウ・コバルトのブドウ葉文が描かれている。3は胴部から口縁部にかけて緩や
かに外傾する鉢である。口縁部の内外面にコバルトによる染付が残される。4は胴部から口縁部
に外反する器形となる鉢（輪花鉢）である。内面の胴部側にはコバルトの吹付による富士山文が施
され、底部には「岐1050」のコバルト印が残されている。5は底部と胴部の境界が屈曲し、胴部
が緩やかに外傾しながら口縁部で外反する器形となる湯呑である。外面には円形の窓枠に草花文
と円形の組み合わせによる染付が認められる。窓絵は赤色の花弁、緑色の葉、茶色の蔦で構成さ
れるもので、円形の組み合わせによるものは赤色である。6は胴部がやや直立し、口縁部が外反

見張所

聴音所 発電室

貯水池

兵舎

砲台

船着場

図1　由良崎防備衛所位置図
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する器形となる湯呑である。外面にはコバルトの蔦文と葉文、底部にはコバルトの円文が施され、
底部には「岐156」の凸印（陽刻）が認められる。7は高台が僅かに外反し、胴部から口縁にかけ
て緩やかに内湾しながら立ち上がる器形となる碗である。外面の口縁部側にはコバルトによる二
重圏線文、胴部にはコバルトの窓絵となる草花文、胴部と高台の境界には一重の線文が描かれて
いる。底部にはコバルトによる円文と銘款が認められ、銘款はくずし字で「茶山」と考えられる
文字である。
ガラス製品（図2-8 〜 12、図3-13 〜 20）
　8は整腸剤わかもとの薬瓶である。細口で頸部が短く、胴部は円筒形である。表面に気泡やす
じは全く見られない。底部はやや偏りがある。9は淡青色透明の瓶の底部である。８と同様に底
面に陽刻 ( エンボス ) の「NAGA	9」とあり、胴部にも線のエンボスもみられることから、9もわ
かもとの薬瓶と考えられる。しかし、8と比較するとエンボスがやや不明瞭で、底部の厚さもさ
らに偏っている。10はスクリュー栓の細口の瓶である。肩部はいかり肩で、胴部横断面は長楕円
形である。胴部表面には若干の気泡、底面にはしわがみられ、器壁の厚さが均一でない。胴部の
エンボスに「REBA◯」「PHARMACIST」「K.TAKEMURA」とあり薬瓶と考えられるが詳細
は不明である。11は保命酒の瓶である。保命酒とは、広島県福山市鞆地域で江戸時代から現在ま
で製造・販売されている薬酒のことである。口部は細口で、肩部はいかり肩、胴部は底部に向かっ
てすぼまる円筒形となる。口部から頸部にかけてと胴部に横方向のしわ、ガラス内には気泡がみ
られる。12はサクラビールの瓶である。口部は欠損しており、肩部形状はいかり肩である。表面
には全体的にしわやすじ、若干の気泡がみられる。底部の横断面は楕円形で、厚さも均一でない。
13は大日本麦酒のビール瓶である。表面には気泡やすじはほとんどみられない。胴部の横断面は
円形であるが、底部付近では合わせ目部分が突出した楕円形になっている。また、底部の厚さは
均一でない。14は口部がやや広口のスクリュー栓の瓶である。肩部形状は部分的にゆがむなで肩
で、胴部は円筒形となる。表面には気泡と肩部から胴部にかけて顕著なすじがみられる。背が低
く小型であり、後述する15と類似した形をなすことからインク瓶と考えられる。15はコルク栓
の瓶で、肩部に「MARUZEN’S　ATHENA		INK」のエンボスがあり、インク瓶と考えられる。
いかり肩で縦方向のすじが数条みられる。胴部は円筒形で、表面には全体的に気泡が多くみられ
る。16は広口の瓶である。頸部は短く、肩部はいかり肩で胴部は円筒形である。気泡はほとんど
みられず、底部の厚さも均一である。採集時に内部に微量の白色の粉末が付着していたことから、
薬瓶の可能性がある。17は細口の瓶である。肩部はほぼ直角に屈曲するいかり肩で、胴部は円筒
形である。頸部はやや長く、口部から頸部にかけて光沢がない。表面全体に気泡やすじ、しわが
みられ、底部もやや偏肉である。細口の瓶は液体や粉末を保存するのに適していると考えられる
が、用途は不明である。18は細口の瓶である。頸部は短くなで肩で、胴部は円錐形をなす。器壁
は薄手であるがガラス内には気泡がみられる。形状から液体を保存するためと考えられるが用途
は不明である。19は広口の瓶である。全体に歪みが著しく、肩部形状が左右で異なっている。底
部も極端な偏肉と底うすとなっており不安定である。胴部は円筒形で、表面には気泡が僅かに認
められる。用途は不明である。20はやや広口のスクリュー栓の瓶である。肩部はなで肩で様々な
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方向のすじがみられ、胴部は円筒形でガラス内には全面に気泡がみられる。底部は表面にしわが
多く偏肉と底うすとなっている。口部の形状からは液体、粉末どちらの保存も可能と考えられ、
詳細は不明である。
陶製品・ガラス製品・金属製品（図3-21 〜図4-32）
　21は醤油樽と考えられる陶器である。直立した胴部から内方に屈曲する肩部に把手の破損痕跡
が認められる。把手破損部の上位に円形（マルイチ？）と弧状の凹印（陰刻）が確認され、さらにそ
の上位には緑色釉の円文が施されている。22 〜 24は土管である。大型の22と小形の23・24に分
けられるが、胴部や口縁部（連結部）は同形態である。こうした土管状のものについては聴音所に
おいて外壁に設置されていることが確認されたが、詳細な機能および用途は不明である。25は照
明器具のセード（笠）である。淡緑色のガラス製で取り付け部から笠部が僅かに残されている。26
は碍子で屋内配線用と考えられる小形なものである。中心部は固定のためと思われるネジ穴が貫
通し、表面本体の下半部には電線を固定するための溝が巡る。上部の凹み部分には（S.K）と記さ
れた凸印（陽刻）が残されており、生産者名または会社名を表すものと考えられる。27は大型の碍
子で、上部中心に突起状の部位が、表面本体の中心部には配線を固定するための溝が巡り、下部
には断面円形状の凹みがある。こうした形状からは、上下に連結して使用されたことも考えられ
る。28は金属製の部品と磁器製の部品が連結されたもので、磁器製の部品があることを考えると、
配電に関連した絶縁部が伴う部品であることも想定できる。上部の金属部分には四隅が突出する
菱形の線刻内に田の字状の線刻が認められ、下部の磁器部分には緑色のプリントが残されている。
29は筒状の金属部品であるが製品名は不明。上部にはネジ様の部品が取り付けられているが、そ
の状況からは防水仕様となっていたことが考えられる。また、下部にはネジ穴が確認され、外方
のネジ穴には1か所にネジが残されている。本体中央は空洞で上部の防水仕様となっていること
を考え合わせれば、中央に配線が通されていたとも考えられる。30は円筒形となる本体の上部に
板状の金属片が付属するものである。本体には炭化物様のものが塗りこまれており、電池（蓄電池）
のようなものとも想定できる。31は棒状の金属片で、上部は短い角柱状となり、本体の大部分が
扁平で横断面が台形状となるものである。機能・用途は不明。32は金属板を曲げたようなつくり
で、ネジ穴またはビス止めの跡も確認される。中央部には吊り下げるように使用したと思われる
作りである。機能・用途は不明。

３　成果と課題

　ここに紹介した遺物は、すべてアジア・太平洋戦争中のもので、しかも由良衛所の建設から破
壊された時期までを考え合わせれば、1940 〜 1941（昭和15 〜 16）年から1945（昭和20）年までの
ものと考えて良い。さらに、この施設は1945（昭和20）年11月にアメリカ合衆国によって破壊さ
れているが、この前後に民間人の居住や開発行為が行われた記録や痕跡がないことから、ここに
報告するすべての遺物が時間的に限定されたものであるといえよう。近年ではアジア・太平洋戦
争中の遺物が行政機関による調査報告でも見受けられるようになり、資料は増加しつつある傾向
にあるが、多くの遺跡が複合遺跡であるために複数時期の遺物が混在している可能性は否定でき
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図2　由良衛所の採集遺物1
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図3　由良衛所の採集遺物2
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図4　由良衛所の採集遺物3
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ない。その点から考えれば由良崎防備衛所の遺物は当時の軍施設における良好な遺物組成を保っ
ていると判断して良いだろう。
　ここで各遺物について振り返ってみると、まず磁器については統制番号の付されたものが存在
している。この統制番号とは1941（昭和16）年から1946（昭和21）年頃までに、統制経済の下で生

表 1　遺物観察表

新番号 採集地 種別 器種 色調（C,M,Y,K） 法量
器高 口径 胴径 底径 最大長 最大幅 最大厚 重量

1 第一兵舎 磁器 皿 草花文・風景
文：100,30,0,0 3.5 13.6 − 8.0 − − − −

2 第一兵舎 磁器 皿

口縁：
60,10,0,0、蔦文：
80,40,40,60、
ブドウ：
40,80,80,0、
ブドウ葉：
100,60,0,0

2.5 12.8 − 5.8 − − − −

3 第一兵舎 磁器 鉢 口縁：30,0,10,0 6.5 7.7 − 6.0 − − − −

4 第一兵舎 磁器 鉢
富士山文：
100,60,0,0、
コバルト印：
80,10,0,40

4.8 10.4 − 4.9 − − − −

5 第一兵舎 磁器 湯呑

草花文花弁：
0,80,60,0、草
花文葉：
60,30,80,0、
草花文蔦：
0,30,40,60、円
文：0,80,60,10

7.3 6.8 − 5.0 − − − −

6 第一兵舎 磁器 湯呑
蔦文：
100,80,0,0、
円文：80,10,0,0

5.3 8.0 − 3.6 − − − −

7 第一兵舎 磁器 碗 草花文：
100,60,0,0 6.0 11.1 − 3.6 − − − −

8 第一兵舎 ガラス製品 薬瓶 60,80,100,10 11.4 2.9 5.0 4.8 − − − −
9 第一兵舎 ガラス製品 薬瓶 60,0,40,0 (2.7) − − 4.2 − − − −
10 第一兵舎 ガラス製品 薬瓶 10,60,100,30 8.4 2.8 6.2 5.4 − − − −
11 新防空壕 ガラス製品 酒瓶 80,100,100,10 22.3 2.5 9.4 6.2 − − − −
12 第一兵舎 ガラス製品 ビール瓶 10,40,100,30 (25.1) − 7.7 7.0 − − − −
13 第一兵舎 ガラス製品 ビール瓶 10,40,100,30 (13.2) − 7.9 7.0 − − − −
14 第二兵舎 ガラス製品 インク瓶 80,10,80,0 6.5 3.0 5.3 5.4 − − − −
15 第一兵舎 ガラス製品 インク瓶 0 6.1 2.5 5.2 4.8 − − − −
16 見張所 ガラス製品 薬瓶？ 0 11.2 5.1 7.2 5.0 − − − −
17 第二兵舎 ガラス製品 瓶 0 10.2 2.9 5.1 4.0 − − − −
18 第一兵舎 ガラス製品 瓶 0 4.1 1.6 − 5.3 − − − −
19 第一兵舎 ガラス製品 瓶 60,0,40,0 10.0 5.4 6.2 5.0 − − − −
20 第一兵舎 ガラス製品 瓶 60,80,100,10 10.9 3.2 5.1 4.2 − − − −

21 第一兵舎 陶器 醤油樽？
外面：
60,80,100,60、
円文：
100,80,100,60

7.3 − − − − − − −

22 聴音所 陶製品 土管 内外面：
60,80,80,60 14.5 38.0 32.0 − − − − −

23 第二兵舎 陶製品 土管
外面：
60,80,60,60、
内面30,60,80,60

12.1 23.0 17.6 − − − − −

24 発電室燃料庫 陶製品 土管 内外面：
40,60,60,60 6.5 23.0 − − − − − −

25 第一兵舎 ガラス製品 セ−ド 10,0,40,10 − − − − 2.8 10.2 − 40.27
26 第一兵舎 陶製品 碍子 白色 − − − − 5.1 3.5 − 66.51
27 聴音所 陶製品 碍子 白色 − − − − 6.3 15.0 − 1,347.50

28 発電室燃料庫 金属製品 不明 クロム印：
80,10,100,0 − − − − 16.8 8.1 − 644.15

29 第一兵舎 金属製品 不明 − − − − − 8.3 6.1 − 302.41
30 第一兵舎 金属製品 不明 − − − − − 14.0 7.5 − 1,052.30
31 第一兵舎 金属製品 不明 − − − − − 30.0 4.7 3.3 1,128.84
32 第一兵舎 金属製品 不明 − − − − − 19.7 27.1 5.0 850.91
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産された陶磁器類に付されたもので、その組合記号と工場番号を示す記号である（萩谷2013）。こ
こに報告した磁器の場合、図2-4に「岐1050」、図2-6に「岐156」の記号を確認でき、これらは「岐」
が組合記号、「1050」・「156」が工場番号ということになる。
　つまり、ここに標示されている「岐」は岐阜県内で生産されたことを示しており、続く番号は
生産者または会社名（屋号）である。近年の研究ではこれら統制番号の詳細が把握されるようにな
り、今回の遺物においてもその研究成果から生産者（業者）を同定することが可能となった。
　本例を確認すると、「岐1050」は瑞浪陶磁器工業組合に所属する山加製陶所（加藤澤一）による
もので、生産品には吹付による富士山の描かれた小鉢が存在するようである（桃井ほか2010）。今
回報告した図2-4にも吹付による富士山文があり、器種についても先行研究と符合することが確
認できる。さらに「岐156」は西南部陶磁器工業組合に所属する多治見市市之倉の虎山製陶所（松
本弘）によるもので、ここで確認された遺物に符合する生産品の記録は認められない（桃井ほか
2010）。これは新たな類例として評価できる可能性もあろう。
　この他の磁器については統制番号の付されたものはないが、銘款が残るものが1点ある。図2-7
がそれで、くずし字による筆書きのものが確認できる。判読は非常に難しいが、「茶山」と読む
こともできる。この銘について現状で符合する生産地および生産者は判断できないが、岐阜県内
で生産されたものが存在することから、美濃焼の範囲でその類例を検討する可能性も考えられよ
う。また、統制番号の付されていない図2-1・2についても、その色調や文様形態・構成などから
同時期に生産されたと考えられる。これらに類似する資料については近年の集成作業に散見でき
（舟橋2015）、今後はより詳細に検討する必要があろう。
　ガラス製品は、用途や製造年を明確にできるものが少なかった。図2-12・図3-13のビール瓶に
ついては、1943( 昭和18) 年の酒類の製造・販売に関する酒類業団体法が施行されたことにより、
ビールは工場ごとに出荷エリアを決められ、配給ルートを固定することとなった。結果、各社の
銘柄はなくなり、ビール瓶には統一したラベルが貼られた。それに伴ってビール瓶の共用化がす
すめられ、1944( 昭和19) 年にはそれまで各社で様々だった大瓶の容量が、当時の最低容量であっ
た633ml に統一された（アサヒビール株式会社2010）。よって12および13は、類似した色調や容
量であるが、表面に各社名のエンボスがあり、1943年以前の製造である可能性が高い。また、12
のサクラビールは、1943( 昭和18) 年に大日本麦酒と合併しており、さらに製造年が遡る可能性も
ある。
　その他については、全体的に成型枠の痕跡が明瞭で、ゆがみやすじ、しわがあるものがほとん
どであった。ガラス内には気泡が多くみられ、一部では気泡によって表面に凹凸ができているも
のもある。こうしたいわゆる「不良品」は、品質管理が向上した戦後ではほとんど出土しなくな
るとされる（桜井2006）。今後、類例が増加することでこの点の検証も可能になってくるであろう。
　陶製品や金属製品は、電気設備または電気機器類に伴うものが多くを占めるようである。図
4-26・27は碍子そのものであり、図4-28も陶製品による部品が見られることから絶縁に伴うか所
に使用されたと考えられる。また、図4-29のようなソケット状部品や図4-30のような電池（蓄電池）
と考えられる製品の存在も電気設備が装備されたことを想起できるものであろう。
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おわりに

　今回の資料紹介では、アジア・太平洋戦争中に建設された由良崎防備衛所跡の採集遺物を報告
した。先に述べたように、報告した遺物は限定された時間的範囲の所産であることから、有意性
の高い考古資料として位置づけることができる。また、これらは当時における食生活に関連する
食器、飲食品等を示す容器、文具、医薬品、電気設備等を考える上での資料として活用できるこ
とになる。こうした資料の蓄積について、未だ愛媛県内では体系的に取り組まれている動向は見
受けられないが、今後は注視すべき考古資料として位置づけ、それらに対する詳細な評価を与え
る段階にあるといえよう。
　これら遺物の採集された由良崎防備衛所跡では、これまでに7種13基の遺構が確認されている
が、遺物採集の契機となった見学会において、新たに発見された遺構や機能を特定できる遺構が
想定されるなど、未だ遺跡全体の様相については検証が必要な事象も多い。また、本遺跡は愛媛
県における戦争遺跡の中でも比較的大規模な遺構群で構成され、基地造営後の爆破後に改変が加
わらなかったことからも、当時の状況を残す貴重な資料と位置づけられる。そして、こうした戦
争遺跡の中でも、当時の状況を良好に残していると想定される遺跡は全国的にみても希少であり、
ここに紹介した遺物の研究と併行した遺跡の体系的な研究が望まれることになろう。
　なお、本稿に紹介した遺物はすべて愛南町教育委員会が保管している。今後の活用とさらなる
類例の増加に期待したい。

　今回の報告にあたっては以下の方々および機関にご協力を得た。ここに記して感謝したい。
　石岡ひとみ　井上	淳　岡崎直司　織田浩史　中谷美郎　萩谷茂行　浜田恵子　平井	誠
　福井康人　藤本清志　愛南町教育委員会　愛媛新聞社　由良衛所見学会にご参加の皆様
	 （2016年3月1日）

参考文献
アサヒビール株式会社2010『アサヒビールの120年　その感動をわかちあう。』120年史編さん委員会

池田宏信2003『愛媛温故紀行　明治・大正・昭和の建造物』財団法人えひめ地域政策研究センター

池田宏信2004「海軍佐伯防衛隊由良岬衛所について」『新訂　内海村史』内海村史編纂委員会

池田宏信2005『昭和二〇年八月、愛媛の本土決戦準備始末』晴耕雨読

川島智生2013『アサヒビール所蔵資料でたどる　近代日本のビール醸造史と産業遺産』淡交社

キリンビール株式会社1999『キリンビールの歴史　新戦後編』広報部社史編さん室

桜井準也2006『ガラス瓶の考古学』六一書房

萩谷茂行2013「統制経済下における陶磁器製品製造、流通の一考察	−いわゆる「統制番号」に関する検証−」『瑞

浪市歴史資料集』第2集	瑞浪市陶磁資料館

舟橋	健2015「番号の付けられたやきもの　〜紀年銘のある製品と瑞浪の製品にみられる特徴〜」『瑞浪市歴史資

料集』第3集、瑞浪市陶磁資料館

桃井	勝・萩谷茂行・舟橋	健2010「伝世品にみる戦時中の美濃焼　〜産地と製品傾向〜」『瑞浪市陶磁資料館研究

紀要』第13号、瑞浪市陶磁資料館



49

中国龍泉窯探訪記

柴田圭子

はじめに

　2015年12月27日〜 29日にかけて、龍泉窯を訪れる機会を得たため、簡単ではあるが探訪記と
してまとめた。筆者にとっては2度目となる龍泉窯の訪問だが、前回訪れた2001年以降発掘調査
された大窯の楓洞岩窯址の見学と、筆者の近年の主要研究テーマである元〜明時代の青瓷（磁）の
生産地を確認することを主たる目的とした。前回と同じ窯跡も見学したため、その際の記録と写
真も適宜参照しつつ記述を行う。

1　龍泉窯の概要

　龍泉窯は、浙江省を中心に分布する青瓷窯である。分布範囲は広く、浙江省龍泉市を中心に
麗水市から慶元県（直線距離で約130km）に広がり（図1）、窯跡は500か所以上が確認されている。
龍泉市には360か所以上の窯跡があり、全体の70％を占めるとされる（朱伯謙1998）。龍泉窯の発
掘調査としては、1960年代に龍泉の中心的窯跡である大窯などの調査が実施され、龍泉渓に建設
される緊水灘水庫（ダム）によって水没する窯跡を対象に実施された龍泉東区の調査では、報告書
が刊行されている（浙江省文物考古研究所編2005）。近年行われた大窯楓洞岩窯址の調査では、龍
窯1基、素焼窯1基、明時代の住居跡などが発見され、元明時代に生産された青瓷が数トン出土
した（沈岳明2011）。特に明時代初期の宮廷向けの「官器」とみられる製品が注目され、その成果
は2011年に日本においても公開されている（大阪市東洋陶磁美術館2011）。
　龍泉窯で生産された青瓷は北宋時代には独特の特徴を確立し、南宋官窯の影響をうけた12世
紀末から13世紀初頭以降飛躍的に発展する（森達也2012）。日本においては12世紀後半頃から13
世紀には青瓷劃花文碗や鎬蓮弁文碗に代表される製品が多数出土し始め、16世紀に至るまで、中
世遺跡から出土する貿易陶瓷の中心的存在であり続ける。

2　窯跡と製品

　今回訪れた窯跡と実見した製品について、訪問の順に従って写真と文章で紹介し、特徴を記し
ておく。なお、明代古窯跡の分布については、金沢陽氏が地域的なまとまりについてグループ化
しており、それに基づいて紹介する（金沢陽2010、pp.141-143）。
　保定窯（麗水市・12月27日訪問）

　大渓に面する麗水市郊外の保定村に所在する窯跡である。窯跡には石碑が建てられ（図版1-1）、
畑や道路に青瓷が散布している。製品には碗が多く認められ、口縁部外反の無文碗、外面底部円
形釉剥ぎの碗（図版1-2）や口縁部外面に玄文を描く碗が確認できた（図版1-3）。これらは龍泉窯青
瓷Ⅳ類古相（瀬戸哲也2015、以下分類名は特に断りない場合瀬戸論文に依拠する）に該当する元代
の製品であり、新安沈船資料と併行する時期と推定される。製品の胎土は淡い灰色で緻密である。
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施釉が体部下半に及ばず、内面も底部露胎となる粗製の碗も多く認められた。
　竹口窯（竹口鎮・12月28日訪問）

　慶元県竹口鎮は松渓に面し、福建省に接する地域である。この地域の窯跡は金沢氏により「松
渓流域グループ」に分類されている。竹口鎮の町と道路（図版1-4）が丘陵裾を貫いて形成された
際に窯跡が破壊され、古い建物の土壁には青瓷や青花瓷などの破片が多数含まれている。集落
の裏手にある丘陵裾部の畑に案内されると、様々な形態の青瓷香炉の破片が散布していた（図版
1-5）。香炉の釉薬は淡い青色で、明代のものと考えられる。他には細蓮弁文の碗や底部が厚く高
台の小さい碗、腰折れの皿などが認められ、これらは日本で出土する龍泉窯青瓷Ⅵ類と区別がつ
かない（図版1-6）。この窯においても体部下半以下露胎の粗製品が認められたほか、擂鉢も確認
できた。
　竹口窯については、特筆すべき事項としてⅣ類新相の存在が挙げられる。当該の製品は、中山
統一以前の沖縄に多量にもたらされ画期を形成する青瓷であり（柴田圭子2015）、薄い釉薬や、高
台の形態、粗い胎土などに特徴があるものの、生産地は明らかにされてこなかった。今回訪れた
窯跡では該当する製品は認められなかったが、2001年訪問時に、当時の慶元県博物館において保
管されていた「竹口橋頭山窯址」出土資料としてⅢ類・Ⅳ類・Ⅴ類の青瓷資料を実見しており（図
版1-7・8）、今回当時の写真を見直す過程で、その中にⅣ類新相が含まれていることを確認した（図
版2-1・2、No. １・2はⅣ類新相、3も可能性あり）。
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　朱伯謙氏作成の窯跡分布図では、橋頭山窯は竹口鎮と松渓を挟んで対岸の若干北側に位置する
（図１）。当該地域は閩江上流域に当たり、製品の出荷においては、他の地域が龍泉渓や大渓を経
て甌江から温州へ至るのに対し、福州方面に至るとされ違いがある（金沢2010）。福州から出荷さ
れた製品は琉球列島を経て日本へと至るルートを取った可能性が指摘されており（金沢2003・森
2015）、生産地が松渓流域と実証されれば、沖縄で多量に出土するⅣ類新相は、消費地の動向か
らもそれを補強できる資料である。そして、Ⅳ類新相と共伴するビロースクタイプⅢ類（金武正
紀2009・閩清窯）白瓷の生産地も同じく閩江流域であり、閩江を経て福州に出荷された製品の組
み合わせが沖縄で出土していると言える。また、Ⅳ類新相は現在のところ、多量に出土する碗以
外の器種については詳細が不明である。生産地から確認する事が必要で、当該地域の生産の動向
により注視しなければならない。
　大窯楓洞岩窯址（龍泉市小梅鎮大窯村・12月28日訪問）

　大窯は、初めに述べたように龍泉窯を代表する窯跡である。明代窯跡も含み「大窯グループ」
としてまとめられている。大窯村の奥には耕作地として利用されている谷が伸びており、その両
側の山裾を利用して多くの窯が造られている。2006年から2007年にかけて、浙江省文物考古研
究所、北京大学考古文博学院、龍泉青瓷博物館によって楓洞岩窯址の発掘調査が実施され、重要
な遺構・遺物が出土した。発掘面積は1,600㎡である。
　楓洞岩窯址に向かうには、大窯村から奥に向かって、もとは宋時代に遡るという石敷きの小道
を登りながら進む（図版2-3）。いったん登り切った先には、「 底」（奥底）と呼ばれる地区が広がっ
ている（図版2-4）。2001年に見学した際には1960年代に発掘した窯跡周辺を見学し、主に元〜明
時代の碗・皿・盤・罐蓋などを確認した（図版2-5・6）。今回は小道に沿った溝中に碗や高足杯が
少数確認できた。谷の部分は現在耕作地となっており、中央付近を小河川である大窯渓が流れ、
やや小高いか所に石敷きの小道が延々と続いている。大窯村から歩き始めて20分ほどで楓洞岩
窯跡に到着する。木製の見学路や解説板が置かれて整備されていたが、まだ一般公開は行われて
いないとのことである。見学路の正面にみえる明時代の1号窯跡は、長さ29.6m、幅1.25 〜 2.25m、
傾斜13°の龍窯である（図版2-7）。燃焼室と通風口は完全に残り、煙道付近では匣鉢を積み上げた
窯壁が高く遺存している。
　窯の付近には数棟の建物跡があり、それを取り囲むように見学路が設けられている。この建物
のうち4号住居址に多量の青瓷が廃棄されていた。積み上げられた匣鉢には元時代の盤が釉着し
ているものが見られた。整備されているため、製品の散布はほとんど認められなかった。
　楓洞岩窯跡の付近には大窯村中心へと続く道路が通じており、その道路沿いにも窯跡が点々と
存在している。窯道具の散乱しているか所が多数確認でき（図版2-8）、龍泉窯の生産の中心地で
あった大窯での窯跡の密集度が確認できた。
　渓口窯（渓口村〜上墩村・12月28日訪問）

　渓口窯は黒胎青瓷の生産を行っていたことで知られる。「渓口鎮グループ」とされ、多数の窯
跡が分布する。見学した窯へと至る小道には「渓口瓦窯垟遺址」の看板があり、2基の龍窯が調
査され、シートがかけられた状態で保存されていた。幅の狭い谷の両側に窯跡が分布するという



52

ことで、対岸の斜面にも窯跡が存在するとのご教示を受けた（図版3-1）。匣鉢は散乱していたが
製品は少なく（図版3-2）、小破片が少量認められるのみであった。2001年に見学した際には、今
回見学した窯付近と推定される場所にテストピットが掘られ、周辺に製品が散布していた（図版
3-3）。黒胎青瓷を探したが、平胎と呼ばれる灰色の胎土のものの方が多かった。ただし、平胎で
も他の窯跡で確認した製品よりも胎土が緻密であった。
　安福窯（龍泉市安仁鎮・12月29日訪問）

　安福窯は、安仁鎮に所在する。「龍泉県東部グループ」とされる。現在では眼前に高速道路が走っ
ている。ここでは近接する2か所の窯跡を見学した。1か所目では、元から明時代の円形釉剥ぎ
の皿や高足杯が多く分布していた（図版3-4）。円形に粘土を丸めた雑な作りの焼台が多数散乱し、
円形釉剥ぎの製品に接着したままのものが多く見られた。また、丘陵を登って行くと鎬蓮弁文（図
版3-5）や劃花文の碗が目立ち、最近造られた墓の周辺に匣鉢と製品が山積みになっており、付近
に時期の遡る窯が存在したとみられる。蓮弁文の碗とともにⅣ類の範疇と思われる小さな角高台
の碗が一定量認められ（図版3-6）、擂鉢も出土していた。
　次に安福窯の安仁窯を訪れた。丘陵には多くの窯が分布しているとみられ、至る所に製品や匣
鉢が散乱していた。碗・皿が多く、高足杯も確認できた。碗・皿は内面底部に印花が施され、底
部の釉薬を円形に削るものが目立つ（図版3-7）。口縁部外反の無文碗と小さな角高台の碗、細蓮
弁の碗、口折れの皿、高足杯、香炉など、元〜明時代の製品を多数確認した。製品には重なった
ままで釉着したものが散見され、碗と皿を重ねて焼成していたことが理解できた。また、内面に
動物や人物を印花文で表したいわゆる「人形手」（図版3-8）が少数認められた。

おわりに

　今回の訪問によって、明確になった幾つかの成果と課題を述べ、結びとしたい。
　第一に、竹口窯において、日本国内の遺跡で出土するものと酷似する製品を確認することがで
きた。それらはⅥ類であり、具体的な類似点の指摘もなされ（瀬戸2016）、竹口窯が生産地の有力
な候補と考えられる。また2001年に実見していたⅣ類新相を再発見できたことは、意義が大きい。
この製品は、明初の時期に広く輸出された製品と考えられ、竹口窯を含む「松渓グループ」が生
産地である可能性が高まったことは重要である。松渓から閩江に下り福州へと至るルート上には
青磁窯も多数分布しているとされ（栗建安2009）、再度訪れる機会を作りたい。
　第二に、保定窯や安福窯では新安沈船併行期とみられる製品（Ⅳ類古相）を多数確認したが、龍
泉窯において一般的なこれらの製品は、日本国内では出土が目立たない。新安沈船という実例に
よって１隻の船で膨大な量が運ばれる状況は実証されており、それらの消費地をどうとらえるの
かが重要な課題である。
　第三として、大窯や金村といった龍泉窯の中心とも言える窯業地と、周辺の窯跡、あるいは水
系の異なる竹口などの窯跡との関係を課題として挙げておく。大窯や金村では生産がかなり遡り、
元代には麗水や龍泉東区でも生産しており、明代には次第に下流に生産域が広がるとされる。今
回確認した竹口窯周辺においてはⅢ類からⅥ類まで生産しており、一地域においてかなり長期間
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の変遷があり、より下流域で生産されたという明代製品についても確認する必要を感じた。
　以上、三日間という短期間ではあったが龍泉窯を訪問した内容をまとめた。広大で膨大な龍泉
窯資料のほんの僅かな部分を見たに過ぎないが、日本という一つの消費地のみを見ていたのでは
得られない知見を得るとともに、日本で出土する資料を相対化する意味でも価値のある訪問で
あった。

　今回の訪問は、沖縄県立芸術大学森達也氏のご指導のもと実現したものであり、早稲田大学四
日市康博氏、沖縄県埋蔵文化財センター瀬戸哲也氏、愛知県陶磁美術館田畑潤氏と同行させてい
ただいた。また、浙江省博物館　沈岳明氏、鄭建明氏には龍泉窯までご同行いただき、龍泉青瓷
博物館周光貴氏ほか、各地の文化財担当者にもご案内いただいた。同行、案内いただいた方々に
は、様々なご指導、ご教示を賜った。末尾となりましたがここに記して感謝申し上げます。
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図版1　窯跡および出土資料（1）

1.保定窯遠景 2.保定窯出土青瓷（1）

3.保定窯出土青瓷（2）

5.竹口窯出土青瓷香炉

7.橋頭山窯出土青瓷（1）（金沢陽氏撮影） 8.橋頭山窯出土青瓷（2）（金沢陽氏撮影）

6.竹口窯出土青瓷碗

4.竹口鎮の町並み
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図版2　窯跡および出土資料（2）

3.大窯石畳の道

1

2

3

1

1.橋頭山窯出土Ⅳ類新相青瓷碗（金沢陽氏撮影） 2.橋頭山窯出土Ⅳ類新相青瓷碗（金沢陽氏撮影）

5.大窯出土青瓷（1）（2001年撮影）

7.大窯楓洞岩窯址 8.大窯匣鉢の散布

6.大窯出土青瓷（2）（2001年撮影）

4.大窯（奥底）の景観

2

3
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図版3　窯跡および出土資料（3）

1.渓口窯周辺の景観 2.渓口窯匣鉢の集積

3.渓口窯出土青瓷（2001年撮影）

5.安福窯出土青瓷（2）

7.安福窯出土青瓷（4） 8.安福窯出土青瓷（5）

6.安福窯出土青瓷（3）

4.安福窯出土青瓷（1）
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＜寄稿＞湯築城、岡豊城、中村城出土瓦の胎土分析について

	 岡山理科大学　白石純

１．はじめに

　この胎土分析では愛媛県の湯築城（松山市）、高知県の岡豊城（南国市）、中村城（四万十市）の3
城からお互いに同文の瓦が出土している。そこで、この各城で出土している同文瓦の胎土を比較
し、自然科学的な胎土分析で胎土に差異があるかどうか検討した。
　また、生産地の一つである大阪府堺市で出土した軒平瓦（試料番号41）は、3城の軒平瓦と同文
系と考えられることから、これら3城から出土した瓦の生産地についても検討した。
２．分析方法と試料

　分析は蛍光Ｘ線分析法で行い、胎土の成分（元素）量を測定し、その成分量から分析試料の差異
について調べた。測定した成分（元素）は、SiO2､TiO2､Al2O3､Fe2O3､MnO､MgO､CaO､Na2O､K2O､
P2O5の10成分である。
　なお測定装置・条件・試料は以下の通りである。
　測定装置：SEA5120A（ｴｽｱｲｱｲ・ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製）を使用した。
　測定条件：	Ｘ線照射径2.5mm、電流50 〜 200mA、電圧50kV/15kV、測定時間300秒、測定室

は真空の条件で測定した。
　測定元素：	10成分の定量値は地質調査所の標準試料 JA-1（安山岩）、JG-1a（花崗岩）、JR-1（流

紋岩）、JB-1a（玄武岩）、JF-1（長石）の5個の試料を用いて検量線を作成し、定量値
を算出した。

　測定試料：	分析試料は、瓦表面の汚れを除去後（研磨機）、乾燥した試料を乳鉢（タングステン
カーバイト製）で粉末（100 〜 200ﾒｯｼｭ）にしたものを加圧成形機で約15㌧の圧力をか
け、コイン状に成形したものを測定試料とした。したがって、一部破壊分析である。

　分析結果の比較（差異）は、有意な差がみられる成分を横軸と縦軸にとり散布図を描き、瓦に差
異を検討した。分析した瓦は、表1に示してある41点の瓦（軒平・丸・平）である。
３．分析結果

　胎土に違いがみられた元素は、CaO、K2O、TiO2の各元素で、これらの元素を用いてXY散布
図を作製して、胎土の差異について検討した。
　図1の K2O-CaO、図2の TiO2-CaO の散布図では、3つの胎土に分類できた（A・B・C）。それ
はAの湯築城（試料番号23を除く）とBの中村城、岡豊城、堺（40）と Cの堺（39･41）、湯築城（23）
である。
　図3のK2O-TiO2散布図でも、3つの胎土に分類できる。それはAの湯築城とBの中村城、岡豊城、
堺（40）とCの堺（39･41）であった。ただ湯築城の23がこの散布図ではCの領域には入らなかった。
　以上の結果をまとめると
	 ・湯築城出土の瓦は、胎土がほぼ一つにまとまった（23以外）。
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	 ・岡豊城と中村城の瓦も胎土が一致して一つにまとまり、このまとまりに堺の40が入る。
	 ・堺の39、41と湯築城の23は胎土がほぼ同じであった。
　このように湯築城と岡豊・中村城には同文瓦があるが胎土分析によると、それぞれで生産され
ていると推定される。また岡豊・中村城には堺で生産された瓦が入っていることが推定された。
なお、湯築城の23（平瓦）も堺の瓦と胎土が類似しているが、図3では、堺の領域に入っていない
ことから、23が堺産かどうか堺産の瓦試料を増やして検討する必要がある。（図4〜 8は中野が
作成した）

図1　各城出土瓦の胎土比較（K2O-CaO）

図2　各城出土瓦の胎土分析（TiO2-CaO）
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通し番号 資料番号 種別 出土地区 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 注　記

湯

築

城

1 湯−軒丸1 軒丸瓦 A地区 72.26 0.79 17.30 4.64 0.00 0.85 0.31 0.29 3.38 0.07 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
2 湯−軒丸2 軒丸瓦 A地区 72.41 0.77 17.26 4.36 0.00 1.14 0.18 0.32 3.40 0.07 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
3 湯−軒丸3 軒丸瓦 A地区 72.49 0.76 17.19 4.45 0.00 1.23 0.25 0.00 3.47 0.06 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
4 湯−軒丸4 軒丸瓦 A地区 73.12 0.78 17.14 4.65 0.00 0.41 0.22 0.00 3.52 0.04 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
5 湯−軒丸5 軒丸瓦 A地区 72.47 0.74 17.00 4.43 0.00 1.30 0.21 0.31 3.39 0.05 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
6 湯−軒平1 軒平瓦 A地区 72.43 0.82 17.30 5.25 0.01 0.24 0.19 0.17 3.48 0.04 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
7 湯−軒平2 軒平瓦 A地区 72.07 0.78 17.55 5.10 0.00 0.44 0.17 0.32 3.43 0.06 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
8 湯−軒平3 軒平瓦 A地区 72.23 0.84 17.29 5.09 0.00 0.40 0.21 0.34 3.46 0.05 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
9 湯−軒平4 軒平瓦 A地区 72.42 0.79 17.27 4.41 0.00 1.02 0.23 0.43 3.28 0.06 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
10 湯−軒平5 軒平瓦 A地区 72.36 0.78 17.29 4.60 0.00 0.60 0.20 0.67 3.37 0.04 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
11 湯−軒平6 軒平瓦 A地区 72.30 0.75 17.18 4.64 0.00 0.93 0.36 0.34 3.35 0.05 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
12 湯 - 丸1 丸瓦 A地区 72.67 0.84 17.41 4.44 0.00 0.69 0.22 0.30 3.27 0.05 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
13 湯 - 丸2 丸瓦 A地区 71.55 0.75 16.72 5.99 0.01 1.25 0.19 0.29 3.11 0.05 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
14 湯 - 丸3 丸瓦 A地区 72.92 0.84 17.28 4.83 0.00 0.35 0.24 0.00 3.42 0.04 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
15 湯 - 丸4 丸瓦 A地区 73.11 0.81 17.01 4.28 0.00 0.64 0.22 0.36 3.43 0.05 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
16 湯 - 平1 平瓦 A地区 73.11 0.74 16.79 4.64 0.00 0.93 0.26 0.00 3.39 0.05 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
17 湯 - 平2 平瓦 A地区 72.91 0.63 15.64 4.54 0.01 1.82 0.19 0.87 3.23 0.06 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
18 湯 - 平3 平瓦 A地区 72.61 0.69 16.92 4.45 0.00 1.68 0.24 0.00 3.26 0.06 ユヅキ7A・8トレ暗褐色土951102
19 湯 - 平4 平瓦 A地区 72.08 0.72 17.06 4.83 0.00 1.39 0.24 0.20 3.36 0.06 ユヅキ7A・8トレ褐色土（Ⅰ層）951017
20 湯 - 平5 平瓦 A地区 71.05 0.80 17.68 4.34 0.00 1.90 0.18 0.69 3.23 0.05 ユヅキ7A・8トレ暗かっ色土951102
21 湯 - 平6 平瓦 C地区 75.36 0.70 15.47 3.04 0.00 1.09 0.21 0.48 3.53 0.04 ユヅキ7C・25トレ暗褐色土950921NO54
22 湯 - 平7 平瓦 C地区 75.12 0.66 15.37 3.64 0.00 0.92 0.22 0.35 3.57 0.06 ユヅキ7C・25トレ暗褐色土950921NO54
23 湯 - 平8 平瓦 B地区 68.98 0.89 18.30 5.99 0.03 1.13 0.63 0.62 3.27 0.06 湯築城跡　資料館TR瓦一括890629
24 湯 - 丸5 丸瓦 C地区 75.68 0.56 14.28 3.68 0.00 1.08 0.17 1.01 3.44 0.04 ユヅキ7C・25トレ暗褐色土950925
25 湯 - 丸6 丸瓦 C地区 74.26 0.65 15.91 3.70 0.00 1.21 0.19 0.46 3.50 0.05 ユヅキ7C・25トレ③トレ上層（暗かっ色土）951026

中
村
城

26 中 - 軒丸1 軒丸瓦 75.74 0.97 14.50 4.87 0.00 1.73 0.11 0.00 1.92 0.04 中 CA・S・L1	4G-51	北石流○○○上層1〜 12　'83
27 中 - 軒丸2 軒丸瓦 74.38 1.12 17.23 3.48 0.00 1.80 0.10 0.01 1.78 0.04 中 CA・S・L1	4C-48竪堀3耕土 '83
28 中 - 軒丸3 軒丸瓦 72.90 1.18 18.52 3.35 0.00 2.05 0.09 0.05 1.75 0.04 中 CA・S・C1	4G-57	　'83
29 中 - 軒平1 軒平瓦 72.04 1.08 17.06 5.23 0.01 2.44 0.10 0.01 1.91 0.05 中 CA・S・L1	4D-48竪堀3		'83
30 中 - 軒平2 軒平瓦 73.77 1.02 15.76 5.18 0.01 2.17 0.10 0.00 1.83 0.04 中村 CA・S・L1	　CTR4G-50	流れこみ3層　'83
31 中 - 軒平3 軒平瓦 71.99 1.28 18.62 3.93 0.06 2.11 0.09 0.00 1.79 0.05 中 CA・S・L1	4F- ○ -1耕土		'83
32 中 - 丸1 丸瓦 75.33 1.17 16.20 3.51 0.00 1.72 0.12 0.00 1.82 0.05 中村 CA・S・L1	　CTR4J-50	5層　'83
33 中 - 丸2 丸瓦 73.10 1.06 16.47 4.84 0.00 2.26 0.13 0.00 2.00 0.05 中 CA・S・L1	4G-51耕土　'83

岡
豊
城

34 岡 - 軒丸1 軒丸瓦 73.52 1.21 17.42 3.67 0.00 2.05 0.11 0.04 1.86 0.06 OK6-A14- Ⅱ
35 岡 - 軒平1 軒平瓦 73.38 1.02 16.10 5.04 0.02 2.22 0.13 0.01 1.97 0.05 OK	E4-5-9　	Ⅰ
36 岡 - 丸1 丸瓦 69.30 1.28 18.31 5.83 0.04 2.87 0.21 0.00 2.01 0.05 OK3	TRG1- Ⅱ　　「◯」刻印あり
37 岡 - 丸2 丸瓦 70.42 1.23 17.78 5.44 0.03 2.66 0.17 0.00 2.14 0.04 OK4. 二3Ⅳ
38 岡 - 丸3 丸瓦 75.30 1.11 16.63 3.26 0.00 1.72 0.09 0.01 1.78 0.04 OK5.C6

堺
39 堺 - 軒丸1 軒丸瓦 001・002号 67.38 0.84 18.31 7.69 0.01 1.03 0.72 1.07 2.84 0.03 堺市文化財調査概要報告　第93冊26頁第30図 -417
40 堺 - 軒丸2 軒丸瓦 ？ 76.82 1.03 14.15 5.49 0.00 0.27 0.17 0.00 1.96 0.04 堺市文化財調査概要報告　第93冊26頁第30図 -438
41 堺 - 軒平1 軒平瓦 排土 72.26 0.77 16.90 4.29 0.01 1.04 0.70 1.23 2.64 0.04 堺市文化財調査概要報告　第93冊26頁第30図 -431

表1　胎土分析一覧表（%）

図3　各城出土瓦の胎土比較（K2O-TiO2）
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図4　分析資料の出土箇所

◯湯築城

大手側(東)のA3トレンチと

搦手側(西)のC1トレンチ、中

段(中央)平坦部出土

◯岡豊城

詰・ニノ段・三ノ段から出

土しているが、ニノ段が最も

多い

◯中村城

詰の基壇状地形SV-2から多

量の瓦が出土
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図5　分析瓦（1）

1　湯－軒丸1 2　湯－軒丸2 3　湯－軒丸3

4　湯－軒丸4 5　湯－軒丸5

7　湯－軒平2 8　湯－軒平3

6　湯－軒平1

9　湯－軒平4 10　湯－軒平5 11　湯－軒平6

13　湯－丸2 14　湯－丸3
12　湯－丸1
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図6　分析瓦（2）

15　湯－丸4 16　湯－平1 17　湯－平2

18　湯－平3 19　湯－平4

20　湯－平5

21　湯－平6

22　湯－平7 23　湯－平8

24　湯－丸5 25　湯－丸6
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図7　分析瓦（3）

26　中－軒丸1 27　中－軒丸2 28　中－軒丸3

29　中－軒平1 30　中－軒平2

31　中－軒平3

32　中－丸1 33　中－丸2

34　岡－軒丸1 35　岡－軒平1
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図8　分析瓦（4）

36　岡－丸1

37　岡－丸2 38　岡－丸3

39　堺－軒丸1 40　堺－軒丸2

41　堺－軒平1

※　縮尺不同
※　背景のマス目は1マス2cm



編集後記

　『紀要愛媛』第12号が完成いたしました。
　沖野は、肱川流域における旧石器時代研究について、特に石材を中心とした試論を提示してい
ます。今後は、より詳細な考古資料の検討が必要で、さらに石材研究と関連付けることによって、
旧石器時代の回帰遊動を具体的に説明されることが期待されます。
　岡田は、1976（昭和51）〜 1978（昭和53）年に行われた土壇原遺跡群について、その調査概要お
よび所見をまとめました。本遺跡群は、縄文時代から古墳時代における松山平野の様相を考える
上でも重要な位置づけにあります。本稿は、改めて遺跡の重要性を考える機会となりました。
　中野は、湯築城跡における瓦と土師器の年代観に触れ、これらと歴史事象を交えた考察を行っ
ています。この研究は、考古学と文献史学の接点を模索するものですが、瓦の胎土分析も援用し
た多角的な手法にも注目できます。
　戦争遺跡で採集された遺物を紹介した多田と増田は、戦争考古学における基礎資料の蓄積を目
指したものです。この分野における愛媛県での調査研究は非常に稀ですが、これを契機にさらな
る資料の増加と蓄積が望まれます。
　柴田による龍泉窯の見学記録は、中国における調査研究の動向を交えたもので、青磁生産地の
状況が報告されています。この見学によって、日本国内の遺物と中国の生産地資料を具体的に対
比していく作業が前進するでしょう。
　なお、今号では、岡山理科大学の白石純先生から瓦の胎土分析に関する報告をいただきました。
高知県と愛媛県における著名な山城出土資料を対象とした分析は、今後の調査研究上でも貴重な
分析データとなりました。改めて先生にお礼申し上げます。
	 （多田）
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