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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

化財の調査研究およ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13号を刊行することとなりました。

　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29年6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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松山平野周辺の讃岐岩質安山岩（サヌキトイド）
−考古学的踏査による主要産地の概要−

伊予市教育委員会　沖野新一
沖野　実

はじめに

　石器石材の代表的なものの一つにサヌカイトがある。香川県産でよく知られているサヌカイト
は、黒色緻密なガラス質安山岩で、鋭い断口を示し、金属音を発して割れる。Nauman（1885）は、
その岩石学的特徴に注目し、1891年にはWeinschenk が sanukite（讃岐岩）と命名した。その後、
1916年、小藤文次郎がサヌカイトと類縁の火山岩とを総称して sanukitoid（讃岐岩質安山岩）と
した。このサヌキトイドには、①サヌカイト、②角閃石、黒雲母、単斜輝石斑晶を含む古銅輝石
安山岩、③カンラン石を含む古銅輝石安山岩のような岩石が含まれる（巽好幸2003）。
　本稿で用いる讃岐岩質安山岩（サヌキトイド）は、基本的に小藤の定義に因ることとし、肉眼観
察から「比較的斑晶に乏しく、黒色緻密で鋭い断口を示すガラス質火山岩」とする。愛媛県で
は、松山平野周辺、石鎚山周辺などにおいて多くの産地が知られている（堀越和衛1964、永井浩
三1963ほか）。これらは、新第三紀の瀬戸内火山活動によって生成されたものである。
　愛媛県の考古学においては、在地の讃岐岩質安山岩が、石器石材として用いられた可能性が、
かねてより指摘（長井数秋1994ほか）されており、出土石器や産地の岩石学的分析（藁科哲男・東
村武信1983、応用地質株式会社歴史環境グループ2002、橋本真紀夫・矢作健二2009ほか）も行わ
れつつある。しかしながら、石器石材としての県内讃岐岩質安山岩研究は、必ずしも、進展して
いるとは言い難い。
　以上のような現況に鑑み、本稿では、石器石材としての讃岐岩質安山岩研究の基礎資料の一つ
とすべく、現在まで筆者らが実施した踏査をもとに、発掘調査事例の多い松山平野周辺の讃岐岩
質安山岩の主要産地の概要を述べることにした。記述に際しては、便宜上、表2の分類（案）をも
とにした。分類（案）作成に当たっては、事前に香川県坂出市金山・城山・国分台、奈良県二上山
産などの岩石を収集し参考とした。なお、踏査は、水系ごとに流れ込みなどの副次的産地につい
ても実施しているが、本稿では原則として露頭を基本とした主要産地の概要を示すにとどめ、副
次的産地は割愛した。

表1　踏査の主な調査内容

産 出 地

岩石の肉眼観察

石 片 採 取

遺 跡 踏 査

産地の立地、露頭の様子。副次的産地にあっては、その産状（量の多少、範囲、
風化の仕方、礫の大きさと形状など）。

斑晶の多少、ガラス質の程度。色調。節理の有無など。

産出地周辺の遺跡踏査。

大きさ数センチ、厚さ1ｃｍ以上のものを数個以上。
採取時に割れ方などの物性の観察記録。
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１ 主要産地の概要

(1) 松山市恵良山

　松山市（旧北条市）北部に恵良山（302m）がある。この頂上部に、花崗岩を貫く讃岐岩質安山岩
の露頭がある。露頭下の沢筋には、良質なものから粗質なものを含め、多量の角礫状の讃岐岩質
安山岩が散乱している。大きさは、小片から径50cmを超えるものまである。良質なものは、新
鮮な割れ面に凹凸がなく、斑晶が極めて少なく均質で、香川県産に匹敵する。ただし、ガラス質
という点でわずかに香川県産に劣る。中腹から裾部に下るにつれて小さくなり、円礫が増える。
　南側中腹の緩斜面に、かつて弥生土器が出土した夏狩遺跡がある。現在は草木が繁茂している
が、かつて踏査した15年前は、弥生土器と共に数 cmから約30cmの角礫状の良質な転石が多数
散在していた。中には、平行に細かな筋の入った風化面をもつものもあった。このような風化面
が認められるものは、一定の方向に割れやすい傾向があり、板状の石片を割りとることができる。

（2）松山市鹿島

　松山市北条沖に、周囲1km、高さ113.8m の鹿島があ
る。島のほとんどを占める安山岩は、花崗岩に貫入し
た岩頸とされる。この安山岩は、黒色緻密なガラス質
の讃岐岩質安山岩である。この讃岐岩質安山岩は、斜
方輝石安山岩とされ、斑晶として斜方輝石、単斜輝石、
カンラン石、石基として輝石、長石、ガラス、磁鉄鉱
が認められる（皆川鉄雄2003）。
　現在、公園整備、護岸整備などにより、かつての自然環境が変化しているとは言え、南海岸、
北海岸で讃岐岩質安山岩の産状が観察できる。海岸ではほとんどが角礫状で、拳大から重さ10kg
を超えるものまである。全体としては、花崗岩を取り込んだ粗質なものが多い。しかし、表面の
滑らかなものは、斑晶が少なく黒色緻密で、割ると金属音を発して割れる。恵良山産同様、ガラ
ス質と言う点で若干香川県産に劣るものの良質である。

表2　愛媛県産讃岐岩質安山岩の分類（案）

A 類

B 類

C 類

肉 眼 観 察 の 特 徴

黒灰色～黒色。非常に斑晶に乏しいガラス質安山岩。金属音を発して割れ、貝殻
状断口が明瞭に見られる。石器石材として良質で、香川県産のサヌカイトに匹敵し、
わずかでも風化すれば香川県産との区別は困難である。

黒灰色～黒色。斑晶に乏しいガラス質安山岩。金属音を発して割れる。貝殻状断
口が認められるが、A類ほど明瞭ではない。新鮮な割れ面に若干のざらつきがある
ものの、石鏃などの小型剥片石器製作も可能と考えられる。

黒灰色～黒色。斑晶がやや多い。ガラス質だが緻密さに劣る安山岩。金属音を
発するが顕著ではない。貝殻状断口が認め難い。新鮮な割れ面に若干のざらつ
きがある。小型石器の製作には不向きと考えられる。

写真1　鹿島南海岸の転石
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　かつて自然海岸であった頃は、良質な讃岐岩質安山岩が多数散乱し、容易に採取できる環境に
あったと考えられる。

（3）松山市客

　松山市の客集落から約100m下った粟井川の河原に、
円礫、亜円礫の讃岐岩質安山岩がある。河原の転石の
約7割が黒色の輝石安山岩で、讃岐岩質安山岩は、転
石全体の1割程度である。讃岐岩質安山岩のほとんど
は粗質（Ｃ類）であるが、その中で約2割は良質なＡ類
に属する。Ａ類は少ないものの、礫面に凹凸がなく平
滑であるため容易に探すことができる。Ａ類の大きさ
は、拳大から約20cm であった。県内では小規模な産
地である。粟井川の上流辺りに露頭があると思われる
が、踏査では、河川改修などから確認には至らなかった。

（4）松山市中島町神浦

　松山市中島町神浦海岸で、ガラス質流紋岩、ざくろ石含有安山岩に混じって讃岐岩質安山岩が
観察できる。踏査において露頭は確認できなかったものの、1㎡に数個の讃岐岩質安山岩を確認
することができた。全体的に扁平な亜角礫状である。神浦港近くの民家石垣でよく見かけるとこ
ろを見ると、かつてはかなりの量が海岸などにあったと考えられる。
　黒色ガラス質堅硬で、部分によって均質緻密であるが、総じて良質な部分は少なく、小孔が所々
あり、割れ面にざらつきがある。

（5）松山市泊町城ノ鼻（興居島）

　松山市興居島泊港の北方に、海に突き出たような小
山がある。ここに、輝石安山岩を貫く讃岐岩質安山岩
がある（堀越和衛1960）。この岩質について、八島隆一・
浜口浩一（1986）は、普通輝石紫蘇輝石安山岩質玄武岩
としている。
　干潮時、北側海岸で、その露頭および産状を観察す
ることができる。海岸の転石は、大部分が露頭から崩
落して間もないと見られ、ほとんどが角礫状である。
風化面は灰褐色で、新鮮な割れ面は黒色でガラス質で
あるが、香川県産より班晶が多く粗質である。また、
節理が多く、表面は、指で触るとざらつきがある。露
頭は小規模だが、その周辺の海岸においては、多数散
乱している。

（6）松山市高浜町黒岩

　松山市高浜町黒岩海岸の北西端部に、突出した黒

写真2　客の讃岐岩質安山岩

写真3　興居島城ノ鼻の露頭

写真4　高浜町黒岩の露頭
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い火山岩の岩体がある。この岩脉部は、讃岐岩質で、含普通輝石安山岩である（石橋澄・山内斉
1963）。節理が発達しているため、拳大の角礫、亜角礫状で海岸に散乱し、30cmを超えるような
大きさの自然礫は少ない。色調は、若干灰味を帯びた黒灰色である。香川県産に見られる流理や
ガラス光沢は認められないものの、細粒で、肉眼では斑晶を認め難い。そのため、小さな石片で、
わずかでも風化すれば、香川県産との識別は困難だと考えられる。

（7）松山市石峠

　松山城の西方に石峠（81.8m）と呼ばれる小山がある。
ここで花崗閃緑岩に貫入する黒色の輝石安山岩を観察
することができる。全体的に粗質なものが多いが、中
に黒色緻密でガラス質の部分がある。ハンマーで叩く
と金属音を発して割れることから、讃岐岩質安山岩と
みなしてよいと思われる。若干斑晶が目立つものの、
石基部はかなりガラス質で緻密、かつ節理が少なく、
一定の方向に割れやすい傾向がある。近年の宅地造成
などで、詳細な産状は不明である。

（8）松山市祝谷～瀬戸風峠

　松山市祝谷東町の瀬戸風峠付近で、花崗岩を貫く讃岐岩質安山岩の岩脈が観察できる。幅は、
20m以上あるように見える。崩落した讃岐岩質安山岩には、花崗岩を捕獲したものが多く、斑晶
も香川県産のものより多く大きい。また、割った際に生じる音も鈍い。ただし、黒色緻密な部分
があり、これらについては、石鏃などの石器製作が可能と思われる。
　祝谷南方を流れる石手川には、均質緻密な讃岐岩質安山岩の円礫を見かける時がある。これら
転石との関連が気になるところである。

（9）伊予市下唐川

　伊予市下唐川の森川右岸の山裾部で、幅約20mにわたって露頭を観察することができる。露頭
下には、崩落した角礫状の讃岐岩質安山岩が多数存在する。表面に若干のざらつきがあるものの、
黒色ガラス質である。香川県産に比して緻密さに欠ける。しかし、均質緻密な部分があり、割る
と鋭い断口を生じる（Ｂ類）。近年の河川改修などにより周辺部での産状は不明だが、森川の河原
などにまとまった量存在していたと考えられる。

（10）伊予市平岡

　伊予市平岡集落の民家石垣に比較的良質（Ｂ類）な讃
岐岩質安山岩が積み上げられている。その集落から南
西方向に下った斜面標高約300m 地点に集中して存在
する。大きさは、数 cmから大きいものでは径50cmを
超えるものまである。角礫、亜角礫状である。草木の
繁茂のため幅50mほどしか散乱の範囲を確認できない
が、おそらくそれ以上にわたって散布していると思わ

写真5　石峠の讃岐岩質安山岩

写真6　伊予市平岡の産状
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れる。肉眼観察から同類と思われるものが、近くを流れる森川の河原に点在している。風雨にさ
らされた風化面は、県内西南部に産するホルンフェルスに似て厚く灰褐色を呈する。ガラス質と
いう点で香川県産に劣るが、採集したものは斑晶少なく均質で節理がほとんどなく、良質である。

（11）伊予市・砥部町障子山

　伊予市と砥部町との境に、障子山（884.9m）がある。
この山頂付近に讃岐岩質安山岩がある。踏査は、山頂
から北東部の標高約600m 辺りの露頭で行った。露頭
は、柱状節理が発達している。露頭から崩落したもの
は、小片から人力では持ち上げることができないもの
まである。色調は灰黒色〜黒色。緻密でガラス質である。
風化面の色調は、灰褐色〜黄褐色を呈するものが多い。
大半はＢ類であるが、斑晶が乏しく良質なもの（Ａ類）
もあり、これらは香川県産に匹敵する。ただし、ガラ
ス質の点でわずかに香川県産に劣る。なお、Ａ類としたものは、薄く板状に割れる傾向がある。
　この障子山産讃岐岩質安山岩も、他の産出地同様浸食に伴って下方へと流出し、各所の沢で転
石を見かけることができる。

（12）松山市大友山

　松山平野南部の松山市と砥部町との境に大友山があ
る。ここは、南側頂上（407m）とそれより若干低い北側
頂上がある。この頂上付近に讃岐岩質安山岩があるこ
とは、かねてより知られている（永井浩三1959ほか）。
南側頂上から東へ下った中腹の沢に、角礫状の讃岐岩
質安山岩が多数散乱している。風化面は灰褐色で板状
のものが多く、Ｂ・Ｃ類がほとんどである。
　北側頂上付近の北側露頭は節理が発達している。崩
落した転石の中に、黒色緻密で均質なものを見出すこ
とができる。香川県産より斑晶が僅かに多いものの、
それは小さく、石器製作に適した石質と考えられる。
　大友山北裾のため池畔では、灰白色に風化した亜円
礫の讃岐岩質安山岩をしばしば見かける。割ると均質
緻密で、貝殻状断口が見られる（Ａ類）。おそらく、数
cmの破断面であれば、香川県産と区別をつけるのは困難と思われる。

（13）砥部町塩ヶ森付近

　砥部町から国道33号を通り、三坂峠方面へ向かう途中に塩ヶ森隧道がある。隧道を抜けて少し
進むと道路端に水準点（328m）があり、その西側丘陵に露頭がある（永井浩三ほか1987）。踏査の
限りでは、南北約300m、東西約150mと範囲は広くない。露頭は節理が目立ち崩落の危険性がある。

写真7　障子山の露頭

写真8　大友山の露頭

写真9　大友山の讃岐岩質安山岩
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採集したものには斑晶が目立ち、割れ面にはざらつきがあるため粗質である（Ｃ類）。ハンマーで
叩くものの、思うような石片がとれない。このことから、この讃岐岩質安山岩は、少なくとも石
鏃のような小型の石器製作には適していないと考えられる。

（14）松山市久谷町大久保

　松山市久谷町大久保の標高538mに台地状の地形がある。ここに、ほぼ全面にわたって讃岐岩
質安山岩が散乱している。これらは、西側丘陵頂上部から崩落したと考えられる。角礫、亜角礫
状で、径50cmを超えるものも多々見られる。
　新鮮な割れ面を観察すると、総じて斑晶が多く大きい（1〜 3mm）。ただし、石基部は黒色緻密
であり、割ると鋭い断口を生じる。

（15）松山市久谷町桜

　三坂峠（718m）から遍路道を北西方向へ下った標高約440m地点で踏査を行った。この近接地に
讃岐岩質安山岩の産地がある（堀越和衛1961）。全体的にＢ類が多いが、沢筋には、径約20cmの
良質なものを幾つも確認することができた。
　Ａ類としたものは、肉眼観察で認め難いほど斑晶が乏しく緻密である。色調は、他の県内産よ
りも若干白味を帯びた黒灰色を呈する。また、一定方向に割れやすく、薄い板状のものを割りと
ることができる。ガラス質の点で香川県産に劣るが、多少なりとも風化すれば香川県産との識別
は困難と思われる。これに似た岩石は、下流の三坂川の河原に点在している。

（16）東温市御岳山

　東温市佐川の集落から東を臨むと、頂上が突出した御岳山（437m）がある。この頂上付近に讃
岐岩質安山岩が分布している（堀越和衛1964）。現在山林が荒廃しているため、頂上部の踏査がで
きなかったため、南裾部の調査を実施した。
　沢および南側斜面で多数の讃岐岩質安山岩を確認した。角礫、亜角礫の状態で、径1mを超え
る巨礫から小片まで散乱していた。ただ、割ると節理が多く、割れ面にはざらつきがあり、緻密
さに欠けるため、小型の石器製作には適していないと考えられる。しかし、ここは1回の調査の
みであり、今後継続した調査が求められる。

（17）東温市・久万高原町皿ヶ嶺

　松山平野南東方向の皿ヶ嶺（1,270.5m）の頂上付近に
讃岐岩質安山岩が分布している（山本浩1984ほか）。こ
の辺りは景勝地であることから採集などを控え、斜面
部の2カ所で踏査を行った。
　東温市北斜面標高約700m 地点の沢で、大小の亜角
礫状のものを確認している。多量ではないが、まとまっ
た量がありそうである。ただ、新鮮な割れ面にはざら
つきがあり、斑晶多く、貝殻状断口も明確ではなかった。
　南西斜面の久万高原町六部堂の沢には、大小の亜円
礫の讃岐岩質安山岩が点在している。大きいものは、径50cmを超える。多くは粗質で、香川県

写真10　皿ヶ嶺北斜面の産状
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産より斑晶が大きく多い。しかし、中には比較的斑晶小さく、石器製作が可能と思えるもの（Ｂ類）
もある。

（18）久万高原町黒森山

　黒森山（1,154.2m）の北東斜面で踏査を行った。標高
約700 〜 800mの沢には、径50cmを超えるものを含め、
大小さまざまな角礫、亜角礫の讃岐岩質安山岩が散乱
している。粗質のものがあるが、概して斑晶は小さく
良質（Ａ・Ｂ類）である。しかも多量存在する。良質な
ものは表面に凹凸がなく円滑で、黄褐色に風化してい
るため、すぐに判別できる。標高約1,000m辺りで露頭
を確認している。
　黒森山東裾を南流する久万川上流の河原でみられる
讃岐岩質安山岩は、この黒森山産と考えられる。

（19）久万高原町桂ヶ森

　桂ヶ森（1,224m）北西裾の林道草木線沿いの沢で調査
を実施した。林道上り口付近の沢で露頭を確認してい
る。黒灰色緻密で斑晶乏しく、割れ面には凹凸がほと
んど見られなかった。ガラス質の点でわずかに香川県
産に劣る。また、香川県産の流理にはおよばないが、
堅硬で一定方向に割りとりやすい岩質とみえる。ここ
から頂上部に登るにつれて角礫、亜角礫状の讃岐岩質
安山岩が増加する。こうした産状から、頂上付近には、
かなり多量の讃岐岩質安山岩が存在していると考えら
れる。
　調査カ所のすぐ西側には二名川（久万川支流）が南流している。河原に散在する讃岐岩質安山岩
は、この桂ヶ森産と思われる。なお、桂ヶ森産と前述の黒森山産とは、肉眼観察においては区別
がつかない。

（20）久万高原町黒妙

　久万高原町黒妙に、讃岐岩質安山岩を産する（堀越和衛1957）。踏査は、黒妙林道で行った。上
り口から約1km上った辺りから散乱し始め、次第に増加する。途中、松脂岩（ピッチストン）、
火山性ジャスパーなどを見かけることができる。現在までの調査において、松脂岩は細脈が多く、
石器石材としては不向きと考えられる。林道の奥まった切り通しの土層中に、径40cmを超える
角礫・亜角礫状の讃岐岩質安山岩を何カ所も見かけることができる。全体的にＢ類が多いものの、
均質緻密なＡ類もしばしば見かけることができる。林道数 kmにわたって観察できることから、
まとまった量がありそうである。今後流れ込みなどによる沢筋の踏査が求められる。

写真11　黒森山北東斜面の産状

写真12　桂ヶ森の讃岐岩質安山岩
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（21）東温市河之内清水橋付近

　東温市河之内の清水橋付近に露頭がある（堀越和衛
1964）。複輝石安山岩に接し、観察できる岩脈の幅は、
約20mである。露頭では節理が見られる。黒色緻密で、
裸眼では斑晶を認め難い。この露頭より下流の表川（重
信川支流）河原では、角礫、亜角礫の転石が多数散乱し
ている。
　なお、この露頭よりさらに上流の白猪滝口の河原に
おいても良質なものが点在している。

（22）東温市滑川

　東温市上仲屋・下仲屋周辺の滑川の河原である。10
㎡当たり5個程度の讃岐岩質安山岩が点在している。
大きさは径約10 〜 20cmで亜角礫状のものが多い。Ｃ
類が多く、径1mを超える巨礫がある。Ａ・Ｂ類は少
ないものの、良質なものは表面が滑らかであるため、
容易に見いだすことができる。
　上仲屋では、Ａ類の中でもさらに良質でガラス質の
ものを数個採集している（径15 〜 20cm の亜角礫）。こ
れは、香川県産と比べても遜色ないものである。玉井粛一（1968）によると、滑川上流の伊乃曽の
河岸に、サヌカイトが片岩層を貫通して岩脉を成しているとある。さらに玉井は、このサヌカイ
トについて、「斑晶は極めて乏しいが、斜方輝石、斜長石、角閃石（オパサイト化す）が認められ
ている（下略）」としている。このことから、上仲屋で採集した良質な讃岐岩質安山岩は、伊乃曽
からの流れ込みである可能性がある。
　なお、滑川には、踏査カ所から数 km以上隔てた下流にも讃岐岩質安山岩が点在していること
から、まとまった量が存在していると考えられる。

２ まとめ

　現在までの踏査で、讃岐岩質安山岩産地を22カ所（図1、表3）確認した。その分布をみると、
松山平野を取り巻くように産地が存在する。中でも、松山平野南部の伊予市、砥部町、松山市、
久万高原町、東温市の山間部に多い。こうした理由から、重信川本流のみならず、支流である表
川、砥部川、三坂川などの河原で、讃岐岩質安山岩の転石が、円礫、亜円礫状で観察できる。ま
た、砥部町、伊予市などの段丘礫層にも混入している。ただ、地質分野で既に判明している場所で、
未踏査地も残されている。小規模産地を含めればかなりの数になると思われる。
　以下、不十分な調査ではあるが、現時点で考えうることを、香川県産との対比をまじえながら
簡潔に述べてみよう。
　露頭の大半は、節理が発達している。ただし、節理の在り方は、岩体によって一様ではない。

写真14　東温市上仲屋の讃岐岩質安山岩

写真13　河之内清水橋付近の露頭
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※地点番号は表3を参照



10

松山市恵良山、伊予市・砥部町障子山、久万高原町黒森山・桂ヶ森などの良質な転石については、
径10 〜 20cm程度の大きさであれば、節理がほとんど認められないものが多い。
　分類（案）について、新鮮な割れ面で見ると、総じてＢ・Ｃ類が多く、香川県産に比べると斑晶
が多く大きい。Ａ類は、現時点で12カ所確認している。松山市高浜町黒岩産は、ガラス光沢こ
そ認め難いが、緻密さで香川県産に匹敵する。東温市滑川でＡ類としたものは、少量ながらガラ
ス光沢、緻密さにおいて、香川県産に全くひけをとらない。こうしたＡ類は、Ｂ・Ｃ類に比して
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表3　松山平野周辺の主な讃岐岩質安山岩調査地一覧 【2017.3.31現在】



11

量が少ないが、沢、河原では、摩耗によりざらつきのない滑らかな表面をしており、見いだすの
は容易である。
　風化面の色調は、その置かれている環境、風化を受けた年月などにより、灰褐色、黄褐色、暗
褐色と様々な顔つきをしている。例えば、松山市大友山周辺の転石を見ると、中腹は黄褐色、裾
部のため池畔は灰白色を呈する傾向がある。
　物性の点で、県内産は、香川県産に見られるような流理（石理）を明確に認めることはできない。
しかし、松山市恵良山、松山市久谷町桜、伊予市・砥部町障子山などのＡ類は、一定の方向に割
れ易く、厚さ1〜 5cm程度の板状の素材を得ることができる。また、石や加撃の方向を工夫する
ことにより、縦長剝片、横長剝片共に割りとることができる。
　以上から、県内産讃岐岩質安山岩は、大半が香川県産よりも粗質であるが、踏査以前に想定し
たよりも石器石材として良質なものが多いことがわかった。こうした理由から、少なくとも小さ
な石片で、かつ風化したものについては、肉眼観察で県内産と香川県産とを明確に識別すること
は困難だと考えられる。また、県内産讃岐岩質安山岩においても、その具体的産地を肉眼観察で
特定することは極めて困難だと思われる。
　いずれにしても、今後、石器石材としての県内讃岐岩質安山岩研究を進めるためには、岩石学
的、理化学的分析と共に、石器の詳細な観察から導き出される石器製作技術、器種・時代・地域
による違いなど、総合的な検討が求められる。

おわりに

　近年、讃岐岩質安山岩の踏査にあけくれた。狭い山道に分け入り、時には雪を踏みしめながら
の踏査であった。採集した石を撫でるように触り、力の加減や石の方向を変えながら割った。石
器を作る古代人の知恵に、少しでも近づきたいという一心からであった。
　しかし、何分、本稿の内容は、県内讃岐岩質安山岩のほんの一端を記したにすぎず、課題は山
積している。言うまでもなく、石器石材研究は、石器理解のための重要課題の一つであることに
疑いの余地はない。筆者らは、今後もじっくりと着実に踏査・研究を続けるつもりである。
　最後になったが、こんな拙い内容であっても実に多くの方々のお世話になった。特に、地元の
方々の情報は大変ありがたかった。この場をかりて厚くお礼申し上げたい。
� （2017年3月31日）
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土壇原古墳群の内容
−発掘調査を実施した全ての古墳概要−

岡田敏彦

はじめに

　昨年度の『紀要愛媛』（第12号）で土壇原遺跡群について概略を報告したが、今回は遺跡群の上
面に広がっていた古墳群について記していくことにしたい。
　確認調査段階で12基の古墳と古墳時代の箱形石棺1か所の報告があり、「最も重要なもの（遺跡）」
として8・20号墳の2基の古墳は保存することとして発掘調査に入ったが、昭和51・52年度の発
掘調査が終了した後、8号墳について当初考えていたほど石室の遺存状況が良くないとの判断で
調査対象に追加し、昭和53年度に発掘調査をおこなうこととなった。調査に関してはやや複雑
な経緯がある。昭和53年1月に財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが職員を採用し、発掘調
査を開始した経緯により、3年目の古墳1基のみ財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが実施
することとなった。調査の担当者は『紀要愛媛』（第12号）の項を参照していただきたい。
　土壇原に広がる古墳群は、洪積台地上に分布しており、台地端に立地するグループと平坦地に
広がるグループがある。古墳群の内、南向きの斜面に位置するのが1・2号墳である。この古墳
の中間には方形周溝墓群の I遺跡が所在する。南西方向、砥部川に向かう台地端には3・4・13号
墳があり、周囲には現在神社となっている墳丘も見ることができる。これらの古墳群の東に広が
る台地上には III 遺跡の円形周溝
（円墳）群や II 遺跡が広がり、II
遺跡内に5 〜 9号墳、II・III 遺
跡間に10 〜 12号墳が位置してい
る。さらに東側の高位台地端に
広がる14 〜 17・20号墳と V 遺
跡内に広がるV-1 〜 13号墳があ
る。以上の古墳群が広がる高位
洪積台地より1段低く東に位置す
る平坦地に、18・19号墳が、現在、
女郎川池となっている小開析谷
の両岸に立地している。
　この19号墳の立地する平坦面
をさらに南東へ進むと「衛門三
郎の伝承に関わる八塚」と呼ば
れる群集墳が水田内に点在して

= 復元海域

= 20m以上

= 50m以上

= 100m以上

= 200m以上

10m

5m

0

土壇原古墳群の位置

（旧地形・旧河川復元には飛来1989を参照しながら柴田が作図した）

10km0

1    :    200,000

図1　土壇原古墳群の位置
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いる。また、周囲の丘陵上には釈迦面山・大下田・かいなご等の群集墳が形成されている。

1　土壇原古墳群発掘調査概要の記述（3 ～ 7・9 ～ 15号墳：長井数秋、18・19号墳：岡田敏彦）

　【　】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。
　各古墳について内部主体や周溝等発掘調査時の遺構図の残っているものは各図面、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図と全景のわかる写真を掲載する
ことで古墳群の全容を紹介することとする。

（１）土壇原3号墳

　円墳、20m、石棺（箱形1）、櫛・弥生土器片（墳丘中）・人骨片、5世紀末と推定、墳丘高1.5m
の円墳である。副葬品なく時期の決定は将来検討の要あり。
報告書より要約【直径13mの円墳。墳丘基盤面を25cm掘り下げて粘土被覆の箱形石棺を設置。
石棺内面の規模は長さ1.8m、東側幅35cm、西側幅23cm、主軸方位はN-80º-W。石棺内遺物はタ
テ櫛2個体が向き合って付着。粘土上から弥生土器片。】

（２）土壇原4号墳

　円墳、20m、石棺（箱形1）、寛永通宝・土師式土器片・須恵器、5世紀末と推定、墳丘基盤面に
径15mの U字状の周濠を持っている。周濠の東部外縁に土師式土器が供献の状態で出土。
報告書より要約【一辺9mの方墳。周濠の規模は幅1.3m、深さ30cmで南辺の中央部に幅1.4mの

←現在も残っている古墳
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図2　土壇原各古墳の位置
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陸橋部。周濠内は削平されており主体部は不
明。東側周濠で須恵器片1点出土。】

（３）土壇原5号墳

　方墳、23m、石棺（竪穴式2）、鉄剣・刀子・銅鏡、
5世紀中葉、20×23mの浅い方形の周濠を持つ。
内部主体は2基の竪穴式石棺【石槨】で、基盤
上1.5m に並列していた。このような古墳は県
下では土壇原遺跡群が初見である。
報告書より要約【一辺14mの基盤面の周囲に
幅3m、深さ30cm の周濠をもつ。主体部は基
盤面上に60cm ほど盛り上げた黒色および暗
褐色の細砂質土の上で検出。2基の竪穴式石槨
が2.4m 離れて並列。東側を1号石槨とし、規
模は石槨内全長3.2m、幅50cm、主軸方位はN-30º-E。石槨床面は基盤面上45cm、床面の両端に
黄色粘性土が幅10 〜 20cm、厚さ5cm ある。2号石槨は南側の一部が撹乱を受け、石槨内残長
2.5m、幅50cm、主軸方位N-26º-E。石槨床面は基盤面上50cm、床面の北端には幅25cm、厚さ
10cm弱の白色粘性土がある。出土遺物は1号石槨西側壁の北半から交差した状況で鉄剣2（81cm・
49.5cm）、石槨北端の黄色粘性土の間から鈕に紐が残存する珠文鏡（直径10cm）、西側壁の外側か
ら須恵器椀口縁部、石槨内埋土から土師器片。2号石槨の東側壁にそって直刀（残長62.2cm）、5
世紀代に構築。】

図4　土壇原4号墳墳丘

0 10m

図3　土壇原3号墳墳丘および内部主体（箱形石棺）、出土資料

0 10m 0 1m

0 5cm

墳丘

櫛

内部主体
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（４）土壇原6号墳

　方墳、17m、周濠、石棺（竪穴式）、鉄剣・須恵器、6世紀中葉、内部主体は破壊されているが、
基盤面からは横穴式石室等は認められない。特筆すべきは須恵器製の剣が出土している。
報告書より要約【一辺11mの方形の基盤面の周囲に幅2mの周濠がめぐらされる。周濠内部は削
平により検出遺構は柱穴1口。ただし、基盤面上の盛土内で長さ80.2cm の直刀や残長28cmの鉄
剣が出土していることから5号墳同様の竪穴式石槨が有ったものと考えられる。周濠内からは須
恵器が出土している。『須恵器製の剣』の出土記述があるが出土地点の検討を行った結果、当該
資料は6号墳周濠を切り込んだ7号墳周濠に関する出土である事が判明。詳細は7号墳に記述する。】

8号墳

5号墳

6号墳

7号墳

9号墳

Ⅱ-1号方形周溝墓

Ⅱ-2号方形周溝墓
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図5　土壇原5～9号墳位置図（墳丘および墳形）
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（５）土壇原7号墳

　方墳、17m、須恵器・土師式土器・不明鉄器・管玉・ガラス小玉類、6世紀後半、方形の周濠を持っ
ている。石室は開墾によってほとんど破壊されている。
報告書より要約【須恵器製の剣は整理作業やその後の須恵器研究により特殊偏壺の柄と判明。胴
張部に長径6.4cm、高さ2.5cmの楕円形の孔を穿った特殊偏壺の壺部分も周濠から出土している。
柄は両端を欠損しているが残長9cmで片方から八角形・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に6個と9個の「☓」状文を刻んでいる。墳丘は長軸15m、短軸
11mの基盤面の周囲に幅2mの周濠を持つ長円形の円墳。両袖式横穴式石室は根石まで抜き取ら
れているが床面での規模は石室長4m、玄室長2.9m、幅1.4m、主軸方位はN-22º-E。敷石有り。6
世紀初頭に構築。】

図6　土壇原5号墳墳形および内部主体

0 10m 0 1m

0 10cm

図7　土壇原5号墳 珠文鏡拓影および出土資料

0 10cm
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（６）土壇原9号墳

　円墳、25m、段築、円筒埴輪（須恵質）、横穴式石室1、
須恵器・土師式土器・金環・管玉・勾玉（ヒスイ製）・
ガラス小玉類・鉄器・円筒埴輪・朝顔形埴輪、6世
紀後半、古墳の基盤面は円形台状を呈し、その台状
端周辺全面に円筒埴輪を検出。
報告書原稿より要約【直径17mの円墳。斜面上方と
なる西側には幅2.5m、深さ20cm の周溝状の溝、北
側から東側にかけては段。中心主体は無袖式横穴式
石室で玄室長3.7m、幅2.1m、主軸方位はN-85º-E で
北東に開口。この横穴式石室を構築する際にすでに
有った石室を破壊しており、破壊された石室の墓坑
規模は長辺3.8m、短辺1.8m、主軸方位N-35º-E。北

図8　土壇原7号墳墳形

0 5m

図9　土壇原7号墳出土資料

0 10cm
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側短辺に一部石材が残るがその長さ
は墓坑の幅を超えている。また、墓
坑の南西角および東西各長辺に接し
た直径30cm、深さ50cm 程度の柱穴
が掘られている。中心主体部から須
恵器細片、鉄器、玉、瓦器が出土。
玉類は玄室を三等分するように2か
所にまとまる。
　瓦器が石室中央にまとめられてお
り、中世段階での石室利用が考えら
れる。南側周濠内から円筒埴輪列。
下層石室は6世紀初頭構築。】

（７）土壇原10号墳

　円墳、18m、段築、石棺（竪穴式）、
土師式土器・鉄剣・鉄鏃、5世紀中
葉と推定。竪穴式石棺は墳丘基盤面
上にある。土師式土器は東部から出
土し、副葬品の鉄剣の一つは意図的
に半分に折り曲げられていた。
報告書原稿より要約【基盤面の段に
より直径16m の円墳。基盤面を掘
り込み、内部計測値で長さ2.2m、幅
50cm、主軸方位N-68º-W。使用石材
は高さ20 〜 40cm で2ないし3段積
み上げていた可能性がある。箱形石
棺から竪穴式石槨への変化と考えられる。長軸方向の東側には平行する2条の溝があり、この溝
の間から直口壺に椀を重ねた土師器が出土。溝の西側では残長96.6cm の直刀や鉄鏃とともに長
さ63cmの直刀が「U」字状に折り曲げられて出土。4世紀後半に構築。】

（８）土壇原11号墳

　円墳、15m、周濠（堀）、須恵器・土師式土器片、円筒埴輪片多数、6世紀後半と推定、基盤面
に径15m、幅1m、深さ70cm の U字周濠を持っている。内部主体は破壊されて不明であるが、
横穴式石室ではない。周濠内に多くの円筒埴輪片が遺存していた。
報告書原稿より要約【直径12mの円形の基盤面の周囲に幅3m、深さ30 〜 40cmの周濠を有する
円墳。基盤面上70cmに緑色片岩の散乱があり、残長50cm、幅80cmの掘り込みがあることから
盛り土上に箱形石棺を設置した可能性がある。周濠内にはある程度まとまった状況で埴輪片出土。
5世紀代構築の可能性。】

図10　土壇原9号墳墳形

0 5m

図11　土壇原9号墳出土資料

0 10cm
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図13　土壇原10号墳出土資料

0 10cm

写真1　土壇原11・12号墳

11 号墳

12 号墳

Ⅲ-1 号円形周溝

図14　土壇原11・12号墳墳形

0 10m

図12　土壇原10号墳墳形および内部主体

0 1m

0 5m
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（９）土壇原12号墳

　方墳、15m、須恵器片・漆器片・陶器・人骨、6世紀後半と推定。内部主体が農耕によって消
滅しているので、類似する古墳と比較する必要がある。一辺約15mの浅い周濠を持っている。周
濠周辺から江戸時代の土壙墓（円形）6基を検出。
報告書原稿より要約【一辺9mの四角形の基盤面の北を除く三方に幅1m、深さ20cmの「コ」字
状の溝。削平により内部主体不明。基盤面上50cmに緑色片岩を含む礫の散乱。5世紀代構築の
可能性。】

（10）土壇原13号墳

　円墳、18m、段築、横穴式石室1、須恵器片、6世紀後半、農耕によって完全に破壊されていた。

図15　土壇原11・12号墳出土資料 （11号：左2点、12号：右3点）

0 10cm 0 5cm

図16　土壇原13号墳墳丘および墳形

0 10m 0 5m
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わずかに、基盤面上に石室の掘り込み部が残存していたのみである。
報告書原稿より要約【長さ4.5m、幅2.5m、深さ50cmの長方形の掘り込みを囲む長径14m、短径
10mの南北方向に長い楕円形の段有り。】

（11）土壇原14号墳

　円墳、20m、周濠（堀）、横穴式石室1、須恵器・鉄器・管玉・丸玉・石製垂飾品・銀製空玉・
ガラス玉類・金環・切子玉、6世紀後半、墳丘端に径23m、幅2.5m、深さ40 〜 50cmの整備され
た見事な周濠を持っている。本古墳の特筆すべきは、玄室内から羨道を通って周濠にのびる石組
と粘土で構築された見事な暗渠排水溝であろう。
報告書原稿より要約【直径20mの円形の基盤面の周囲に幅3m、深さ50cmの周濠。内部主体は
両袖式横穴式石室で石室長6.5m、玄室長3.2m、奥壁幅1.5m、玄室中央部幅1.9m、玄門幅1.2m、

図18　土壇原14号墳排水口平面・展開図

0 5m

図17　土壇原14号墳墳丘および墳形

0 10m 0 10m

図19　土壇原14号墳石室展開図

0 1m
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主軸方位 N-40º-E。床面は粘性土を厚さ8cm
突き固めたあと、10×30cmの扁平な石を敷き、
さらに砂利を敷き詰めている。玄室内の排水
溝はこの扁平な敷石の下に造られている。框
石から周溝までの排水溝は蓋石上を粘性土で
覆っている。副葬された須恵器から、8世紀
にかけて使用されたものである。なお、玉類
には空玉の一種であるクチナシ玉7個や水晶
製切子玉1個、碧玉製管玉1個や青色と淡緑色、
および螺旋状の青色と淡緑色に黄色の配色の
あるトンボ玉を含んでいる。】

（12）土壇原15号墳

　円墳、25m、周濠（堀）、横穴式石室1、須恵器・土師式土器・円筒埴輪片・布目瓦・銀製空玉、
6世紀後半と推定。石室の大半は破壊されていた。土壇原古墳の中で最も大きな石を利用しており、
加えて、羨道部延長線上の周溝中には、須恵器、土師式土器が供献的意図を持っておかれていた。
報告書原稿より要約【直径20mの円形の基盤面の北側から東側にかけて幅2〜 3m、深さ30cm
の溝を持つ円墳。内部主体はほとんど破壊され、残存は北側壁・奥壁および南側壁の奥半分の根
石である。両袖式横穴式石室の規模は玄室長3m、奥壁幅2m、玄室中央部幅2.3m で主軸方位は
N-17º-E である。玄門立柱は大型の用材を使用し、奥壁も高さはないが根石はほぼ1枚で構成さ
れている。床面は全面に敷石を施しており、使用石材は20 〜 30cmの扁平な石である。なお、奥
壁にそって2列が2段積となっており棺床と考えられる。この部分から空玉や耳環が出土。玄室
延長線上に墓道と考えられる幅1mのわずかな窪みが有る。須恵器大甕の破片に混ざって格子タ
タキの布目瓦も出土。玉類は14号墳同様のクチナシ玉7個や濃緑色に黄色の点のあるナツメ玉1
個などを含んでいる。】

（13）土壇原18号墳

　5×15m、開墾により完全に破壊された後、小祠を祀っている。須恵器・人骨。
（14）土壇原19号墳

　方墳、20m、周濠（堀）、円筒埴輪、横穴式石室、開墾により石室根石・敷石を残存。須恵器・
耳環・円筒埴輪・弥生式土器、6世紀後半の横穴式石室で地山を削平し方形に整形している。石
室を中心に10m付近で円筒埴輪片を多数出土する土壙状遺構3か所を検出。石室北側において一
辺1mの範囲に、石室敷石と同様の小石が散乱している。装身具には埋もれ木製のソロバン玉が
含まれる。

2　発掘調査概要の公表されてない遺跡

　概要の公表されていない古墳には、確認調査時から古墳と判明していた古墳と発掘調査によっ
て新たに古墳と判明したものがある。

写真2　土壇原14号墳完掘状況



26

図21　土壇原14号墳出土資料

0 10cm

図22　土壇原15号墳石室展開図

0 1m

写真3　土壇原15号墳完掘状況

図20　土壇原14号墳出土クチナシ玉

0 5cm
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図23　土壇原15号墳出土資料

0 10cm

図24　土壇原15号墳クチナシ玉

0 5cm

写真4（右上）　土壇原18号墳跡の祠 / 写真5（下）　土壇原19号墳完掘状況
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　古墳として発掘調査しながら発掘調査終了段階で日本考古学協会年報に記載のない古墳につい
て、その概要を報告書原稿より要約して記していくこととしたい。その後、項を改めて調査時発
見の古墳について要約を記していく。

（１）土壇原1号墳

　横穴式石室も石材を全て抜き取られるなど完全に破壊されていた。根石の抜き取り跡から推定
できる横穴式石室の規模は石室全長4.1m、玄室長2m、玄室幅1.7m、主軸方位はN-20º-E である。
須恵器片・土師器片が出土。7世紀初頭の可能性がある。

（２）土壇原2号墳

　一辺10mの方墳。丘陵上方の東側から北側にかけて周濠が残存。玄門部を中心に一部根石が残
存する。両袖式横穴式石室の規模は石室長4.4m、玄室長2m、玄室幅1m、主軸方位はN-0º-Nである。

1号墳

2号墳

Ⅰ-1号方形周溝墓

Ⅰ-2号方形周溝墓

Ⅰ-3号方形周溝墓

Ⅰ-4号方形周溝墓

1号墳

2号墳

Ⅰ-1号方形周溝墓

Ⅰ-2号方形周溝墓

Ⅰ-3号方形周溝墓

Ⅰ-4号方形周溝墓

図25　土壇原1・2号墳配置図

0 10m

図26　土壇原1号墳石室

0 1m

図27　土壇原2号墳墳形および内部主体

0 2m 1m0
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周濠内から須恵器片・土師器片。玄室内から鉄片。墳丘・石室の形態から7世紀初頭の可能性がある。
（３）土壇原8号墳

　東西約15m、南北約16mの円形の基盤面の周囲に幅2.5m の周溝。基盤面中央に東西2.5m、南
北約3mの南に開口する掘り込みが有り主体部の痕跡と考えられる。この掘り込み前面において
周溝は途切れている。根石抜き取り跡の計測から玄室長2.8m、幅1.7m、主軸方位N-18º-E である。
床面には小石の上部に扁平な敷石が施されている。須恵器および管玉（12点）、切子玉（2点）、ガ
ラス小玉（66点）。
　8号墳主体部から南西方向に35m地点で舟形の平面形を有する竪穴式石室を検出。この竪穴式
石室の東1.5m に須恵器大甕が埋納されていた。【報告書文中ではこの竪穴式石室を8号墳 B竪穴
式舟形石棺として記述しているが両主体の距離は35mあることから別の古墳主体部としたほう
が妥当である。】
　竪穴式石室の規模は内部長2m、幅は中央部で75cm、主軸方位はN-30º-E である。床面は扁平
な緑色片岩を3段に敷いている。
　須恵器大甕は広口壺と組み合わされており内部には坩・杯・短頸壺・高杯脚部とともに礫が入っ
ていた。祭祀関連遺構である。

（４）土壇原16号墳

　基盤面は東西15m、南北14.5m のほぼ円形、南北方向で2m、東側で4mの周溝を有する。基盤
面上70cm程度の黒色ローム質土中に礫や灰味黄茶の土質が混ざった部分があり、何らかの遺構

写真6　土壇原8号墳（左上：周溝　右上：主体　左下：竪穴式石室　右下：須恵器）
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を構築していた可能性がある。礫列西側から鋲留短甲・冑や鉄鏃が出土。
　5号墳主体の竪穴式石槨同様の主体部を想定できる。

（５）土壇原17-A 号墳

　基盤面は長径22.7m、短径22.2m の円形で幅2.5 〜 4m、深さ10 〜 30cmの周溝がある。主体部
は南西から北東部の方向で基盤面上90cmの盛り土上に長方形の石組み2基構築。5号墳と同様な
主体部が有ったと思われる。周溝内から須恵器・土師器が出土。
　基盤面および周溝内に6基の土坑状遺構がある。

（６）土壇原17-B 号墳

　17-A 号墳の西、16号墳の北に隣接し、四角の切れた方形の周溝と2基の内部主体を検出。方
形の基盤面は東西方向11.6m、南北方向13mで周溝の幅は東側3.2m、西側3m、南側2.5m、北側
2.8m である。1号主体部は箱形石棺でN-75º-W
を指向し、南北側壁は4枚の石材、東西端部は
1枚の石材を使用。蓋石は5枚で各石材の隙間
には黄色粘性土が詰められていた。なお、石材
の内面は全面が赤色顔料により赤褐色となっ
ている。石材内部の規模は1.9m、幅は西側で
25cm、東側で35cm。内部北壁にそって西に切っ
先を向けた剣、東部から丸玉2個が出土。一部

写真7　土壇原16号墳

写真8　左：土壇原17-A 号墳　右：土壇原17-B 号墳

写真9　左：土壇原17-B 号墳2号主体　右：土壇原17-B 号墳1号主体



31

骨片もみられる。2号主体部は1号主体部の南東2.5m の基盤面上で50cm の盛り土上に N-60º-W
を指向する石列を確認した。規模は長さ2.15m、幅は60cm である。

3　発掘調査により確認した古墳

　V 遺跡調査範囲には13基の古墳群が広がることが発掘調査により判明。確認調査時に番号が
なかったことから V-1 〜 13号墳として報告書が作成されている。
　V 遺跡に広がる古墳群は高位の洪積台地端に位置し、東側は1段低くなり中世等の遺跡である
VII 遺跡などが広がっている。V 遺跡の南西側には15 〜 17号墳があり、北西側にはやや離れて
II 遺跡内の5 〜 9号墳が広がり、北側には、今回の一連の発掘調査で開発範囲から外され唯一残
存する20号墳が位置している。
（１）土壇原V-1号墳

　V 遺跡の南東隅に位置し、標高は62.8m。長径11.9m の円形の基盤面に N-80º-W を指向する長
軸165cm、短軸80cm 程度の掘り込みが並列、主体部と考えられる敷石のある部分あり。なお、
円形の基盤面を囲むように方形の周溝状遺構が巡る。この方形周溝状遺構の中に2基の土坑状遺
構が造られている。遺物は基盤面上と周溝内から須恵器が出土している。周溝内の須恵器は北西
側に壺の胴部片、南東側に有蓋杯の破片が集中していた。
（２）土壇原V-2号墳

　V-1号墳の西側に隣接。西側から北側にかけて「L」字状に周溝状の溝を確認。周溝に囲まれ
た基盤面上に N-70º-W を指向する長軸135cm、短軸75cm、深さ30cm と N-80º-W を指向する長
軸250cm、短軸100cm の2基の掘り込み。周溝内に板石があり、主体は箱形石棺か。
（３）土壇原V-3号墳

　V-2号墳の北に近接。南北7.2m、東西7.5m の方形の基盤面に幅1.1m、深さ20cm 程度の周溝が
巡る。基盤面の盛り土上に石棺（1号主体）が有ったと推定。基盤面の北寄りに N-73º-E を指向す
る長軸175cm、短軸85cm、深さ12cm の土壙（2号主体）。遺物は基盤面状の南端で3本一組の線
刻を施した紡錘車が出土、その他は須恵器壺の破片等。
（４）土壇原V-4号墳

　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-2・3号墳の西側に位置。北に開口する「コ」字状の溝状遺構
と北側に直線的に掘り込まれた溝状遺構によっ
て方形周溝を形成。南北9.4m の方形の基盤面
に幅80cm の周溝が巡る。基盤面のほぼ中央に
N-72º-W を指向する長軸235cm、短軸75cm、
深さ10cm の土壙があり主体部と考えられる。
掘り込み内からは土師器が4点出土、周溝掘り
込みからは蛤刃磨製石斧や弥生土器等が出土。
（５）土壇原V-5号墳

　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-3・4号墳の
写真10　土壇原V-1・2・3号墳
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北側に位置。標高は周囲で最も高く64.3m。基盤面は N-85º-E で東西方向15.4m、南北方向13m。
周溝は東側1.6m、西側3.2m、南側2.5m，北側3m で深さは30cm 程度。
　基盤面上の北東隅には扁平な緑泥片岩が散在。基盤面ほぼ中央に N-87º-E を指向する
上 面 で 長 軸296cm、 短 軸130cm、 中 間 で 長 軸250cm、 短 軸60cm、 深 さ25cm の2段 掘
り込みの土壙。内部から須恵器ハソウが出土、1号主体と考えられる。1号主体の北東
80cm に は N-83º-E、 上 面 で 長 軸265cm、 短 軸120cm、 中 間 で 主 軸205cm、 短 軸65cm、 深
さ47cm の2段 掘 り 込 み の 土 壙、2号 主 体 と 考 え ら れ る。 掘 り 込 み 北 西 隅 か ら 土 師 器

図28　V-5須恵器実測図
　　　　　　　　　（石貫睦子作成）

0 10cm

写真11　左：土壇原V-4号墳（円筒埴輪棺含む）　右：土壇原V-5号墳

写真12　土壇原V-5号墳1号主体

写真13　V-5号墳3号主体（箱式石棺）　右：2号主体
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壺、主軸方向北側で刃を北側に向け鋒を西側に向けた直刀と鉄鏃、その西側には同じく鋒を西側
に向けた剣が出土。さらに、1号主体の東、2号主体の南の盛り土上に3号主体となる緑泥片岩を
使用した箱形石棺。石棺の主軸方位は N-5º-W、内寸は長軸185cm、幅は北側32cm、南側45cm
で両側壁は4枚、端部の石材を側石で挟む構造。
（６）土壇原V-6号墳

　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-5号墳の北側に隣接、標高は64m。方形の基盤面の規模は主
軸 N-15º-W、南北方向15.3m、東西方向14.2m で周溝は北側3.5m、南側2m、東側2.3m、西側3.5m、
深さは30cm 程度。基盤面上には主体部となる2基の土壙と箱形石棺。
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図29　土壇原V-1～13号墳および16・17号墳配置図
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　1号主体の主軸方位は N-15º-W で365cm、
短軸は105cm、深さは35cm で東側壁面は一
部3段掘り込み。掘り込み内北側に須恵器広
口壺、西側に鋒を北に向けた直刀、掘り込み
内南側には勾玉や小玉などの玉類が集中。
　2号主体は1号主体の西側に隣接、主軸方位
も同じ。掘り込みの規模は主軸で400cm、短
軸95cm で西側が2段掘り込み。東西の壁面に
そって鋒を北に向けた直刀が刃を外側に向け
て置かれ、南側には勾玉、管玉、小玉が広がっ
ていた。
　3号主体は2号主体の北西1m にあり、和泉
砂岩と緑泥片岩を使用した箱形石棺。主軸方
位が N-77º-E で1・2号主体と直交。石棺内部
の規模は主軸170cm、幅は東側35cm、西側
25cm。石棺は基盤面を僅かに掘り込んで設置
され側石は各4枚。石棺内からは曲げられた
剣が北側、勾玉、管玉、小玉（ガラス小玉には
金箔ガラス玉が２点含まれる。）が東側で出土。
なお、土師器の椀1個体分が出土。
（７）土壇原V-7号墳
　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-6号墳
の西側に隣接。南北を長軸とする基盤面は
12.3m の方形台状部の南に1.8m、北に1.9m、
東側に2.7m の幅となる周溝が巡る。

　主体部は基盤面中央に主軸方位 N-20º-W で長軸290cm、短軸170cm、深さ22cm の掘り込み、
床面での規模は長軸190cm、幅45cm。床面の北部には小玉があり、鋒を南に向けた剣がある。
主体部の壁面は黄白色の粘性土で造られ、北部は乳白色に近い粘性土を使用。
　基盤面上で土師器・須恵器の細片が出土。主体部以外にも A 〜 D の土坑状遺構を検出。4基
のうち A・B の2基はそれぞれ主軸方位が N-70º-E・N-20º-W、A 号土坑が掘り込み規模180×
80cm、深さ18cm、B 号土坑が190×110cm の掘り込み内に138×60cm、深さ22cm の2段掘り込み。
本古墳主体部の南東にあり、A 号土坑の東側に B 号土坑が接している。
（８）土壇原V-8号墳

　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-6号墳の北に位置。基盤面の規模は11.1m の方形で周囲に
深さ35cm の周溝が巡り、その幅は3m 程度であるが南側がやや狭くなる。基盤面上からは土師
器や須恵器の高杯が出土。基盤面中央に南北に主軸を持つ2基の主体部があり、東側を1号主

図30　V-6須恵器実測図（石貫睦子作成）

0 10cm

写真14　土壇原V-6号墳完掘状況
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写真15　土壇原V-7号墳（墳形および内部主体）

写真16　土壇原V-8号墳（墳形および内部主体）

図31　V-9須恵器実測図（石貫睦子作成）

0 10cm

1    :    3

写真17　土壇原V-9号墳（墳形および内部主体）
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体、西側を2号主体とする。
　1号主体の主軸方位は N-9º-W で2段掘り込みの長方形の土壙で長軸350cm、短軸130cm、2段
目が長軸240cm、短軸60cm。2段目の南北両側には乳白色の粘性土が広がっている。直刀（1点）
と鉄鏃（9点）が出土。
　2号主体は主軸をほぼ南北とする幅広の長方形で規模は長軸240cm、短軸125cm。遺物は鉄
剣・鉄鉾・鉄鏃のほか須恵器壺の口縁部片。
（９）土壇原V-9号墳

　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-8号墳の北、V 遺跡内における最も北に位置。基盤面は
N-11º-W で南北方向11.4m、東西方向7.9m、基盤面を取り巻く周溝の幅は南側1.6m、北側2m、
東側0.9m、西側1.6m で深さは25cm 程度。
　基盤面のほぼ中央に墳丘と同じ主軸方位の2段掘り込み土壙の内部主体、1段目は長さ310cm、
幅120cm、その中央部が長さ210cm、幅45cm の長方形の掘り込み。2段目の掘り込みの南北両
端に乳白色の粘性塊がある。2段目の掘り込みの長辺北西部と東中央部に鋒を北に向けた直刀、1
段目掘り込み内では2段目の南西外に鉄鏃群、東側の中央部に北側から須恵器広口壺と有蓋杯が
出土。なお、有蓋杯は蓋部が内面を上にして置かれた後、身部が少しずれて置かれた状況。粘性
土や遺物群の出土状況から木棺内に収められた直刀と棺外に置かれた鉄鏃・須恵器の副葬状況の
復元が可能。
（10）土壇原V-10号墳

　【報告書原稿では方形周溝墓】：V-7号墳の北西に位置。V-4号墳同様に「コ」字状と北側一文
字の溝によって囲まれた基盤面は主軸方位が N-85º-E、東西6.6m、南北6.3m で周溝は東側1.3m、
西側1.2m、南側1.8m、北側0.9m。北側の一文字溝から土師器壺が出土。
　基盤面中央部に2基の主体部、1号主体は N-89º-E を主軸方位とする長方形の掘り込みで長辺
175cm、短辺82cm、深さ10cm 程度。長軸に直交するように東西に直線的な乳白色の粘性土があ
り、この東西の幅が木棺の長さと考えられる。
　1号主体の北側に砂岩の扁平な石が5個あり、その検出状況から内寸で長さ70cm、幅20cm の
端石が側石を挟む小型の箱形石棺と考えられることから2号主体とした。
　基盤面の範囲には2基の主体以外にこの主体とほぼ同一主軸の長楕円形（110×40cm、深さ
20cm）の土坑状遺構や三日月状の平面形の土坑状遺構などがある。

写真18（左）　土壇原V-10号墳墳形 /写真19（右）　土壇原V-11・12号墳（手前11号、奥12号）
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（11）土壇原V-11号墳

　V-10号墳の南に隣接。主軸方位は N-85º-W で東西11.3m、南北10.6m の方形の基盤面に幅1.3m、
深さ20cm 前後の周溝が巡る。基盤面上70cm の墳丘盛土を除去中に剣および鉾が出土。
　基盤面上に主体部痕跡がないことや、墳丘除去中の鉄器の出土から盛土内に構築された主体部
を検出できなかったものと考える。基盤面では不整形の掘り込みを西寄りで検出。
（12）土壇原V-12号墳

　V-11号墳の西に隣接。【報告書では11号墳のすぐ南となっているが、写真では11号墳から12
号墳方向を撮影したカットの12号墳後方に16号墳が写っており、その撮影方向は東から西とな
る。】東西を主軸（N-88º-W）とし、円形の基盤面は東西16.6m、南北16m。
　基盤面上に40cm 程度盛り上げた黒色土があり、墳丘主軸に沿った長さ227cm の掘り込み痕跡
があり、その北側壁面に沿って鋒を西に向けた直刀【報告書原稿の遺構説明では直刀、遺物説明
では剣となっている。】が出土。周溝内から土師器・須恵器が出土。
　基盤面には2基の掘り込みが有り、主体部の北東側には主軸方位 N-50º-E、長軸207cm、短軸
120cm の長方形の掘り込みがあり、床面はゆるやかに中央部が深くなり20cm 掘り込まれる。こ
の掘り込みの上面を墳丘盛土の黒色土が覆っている。もう1基の掘り込みは基盤面の南西端にあ
り、主軸方位 N-52º-W で、楕円形の掘り込み上面の長軸315cm、短軸50cm、床面で280cm。
（13）土壇原V-13号墳

　V-11号墳の南に隣接。本遺構は調査区の南端のため周溝の一部は検出できていない。墳丘主
軸方位は N-85º-W で東西16.5m、南北15m の方形の基盤面の周囲に幅2.2 〜 2.4m の周溝が深さ
30cm 掘られる。なお、北部の周溝は幅がやや広く2.6m で深さも30 〜 50cm。
　基盤面上に黒色土を40 〜 70cm 盛り上げた後に180×55cm の範囲が掘り込まれている。
　主体部はほぼ中央にあり、主体部からの遺物は鋒を西に向けた小剣【遺物説明では小刀】と鉄
鏃、南北の周溝内からは土師器・須恵器が出土。
　ここに紹介したもの以外に、III 遺跡の円形周溝群が古墳時代後期の横穴式石室が完全に破壊
された古墳群であることが判明している。1）

　なお、前回「紀要12」の『土壇原遺跡群』で報告した（5-2）土壇原 V 遺跡円筒埴輪棺の出土状
況は写真（21）のとおりである。

おわりに

　以前にも土壇原古墳群を対象とした文章を記
述したが、今回の古墳紹介は手元に集めることの
できる関係資料すべてを確認し、それぞれの古墳
について概要を記述することを目的とした。その
ため、過去に行ったような型式分類などの作業は
行っていない。
　先の記述は記憶に頼る部分が多く、気になった

写真20　土壇原V-13号墳
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点だけを視点としてしまった。今回残存する資料に目を通し、個々の古墳の状態を詳細に見てい
くとそれぞれの古墳に個性があり、内部主体にも多くの特徴を見ることができる。以前に行った
分類については問題を含んでおり、多くの誤りもあることから簡単に分類できないとの思いが強
く、記憶の不確かさを痛感した次第である。
　古墳群全体の分布では、4世紀末から5世紀初頭に遺跡群の西端となる砥部川流域の河岸段丘
端のⅠ遺跡周辺に内部主体が箱形石棺や木棺直葬の土壙墓1基となる方墳（一部円墳）が構築され
る。さらに、内部主体の形態は箱形石棺のようであるが川原石を使用して2から3段積石を行う
竪穴式石槨への移行状況をうかがわせるもの（10号墳）が現れ、5世紀前半に、遺跡群中央部の丘
稜頂部を中心に広がる II・V 遺跡において、木棺直葬の土壙墓や箱形石棺等の複数の内部主体を
もつ方墳群が密集して築造される。次に、墳丘盛土中に構築する竪穴式石槨を持つ5号墳のよう
な形態の古墳が現れ、6世紀には、周囲の古墳群同様に横穴式石室を内部主体とする円墳が遺跡
群全体に広がる状況となる。そして古墳時代の終焉を迎える7世紀には、小型の横穴式石室を囲
む「コ」字状の溝を構築する方墳が窯跡群の広がる砥部川方向の段丘端に築かれる。
　大まかには以上のような推移となるものと思われるが、箱形石棺だけでも、墳丘基盤面を掘り
込んで構築するもの（Ⅰ遺跡2号方形周溝墓主体部）と基盤面上に設置するもの（Ⅰ遺跡1号方形周
溝墓主体部）、墳丘盛土内に設置するもの（V-5号墳3号主体部）、石棺上を丁寧に粘土で被覆する
もの（3号墳主体部）。床面に砂礫を敷き詰めるもの（Ⅰ遺跡2号方形周溝墓主体部）と地山のまま
のもの（Ⅰ遺跡1号方形周溝墓主体部）、石の使用方法では側板を突き合わせとなるものと重ね合
わせのもの（Ⅰ遺跡2号方形周溝墓主体部）、短辺側の板石を長辺側が挟み込むものとそうでない
もの、というように一律ではない状況である。
 　箱形石棺・土壙墓を内部主体とする一群は、1m 程度の盛り土で十分に主体部を被覆できるこ
とから低墳丘と考えられ、一般的な古墳の「高塚」の概念には含みづらいもので「方形周溝墓」
の用語のほうが適切なようにも思える。
　密集状況とも言える III 遺跡の円墳群に対し、18・19号墳のように単独で築かれる古墳とはど
のような差があるのかなど解明すべき問題も多く含まれている。
　さらに、視野を広げると、土壇原古墳群の周辺に広がる砥部川流域の釈迦面山・大下田・水満
田・長田の各古墳群との関連も将来解明すべき問題である。
　副葬品からみた場合も、主体部から直刀・縦櫛などわずかな物を持つ箱形石棺や土壙墓、V 遺
跡内の古墳のように箱形木棺を埋葬した土壙内に初期須恵器を副葬するもの、箱形木棺内にハソ
ウを1個副葬するものなどさまざまである。低墳丘のものや内部主体不明の古墳に非陶邑系須恵
器や陶質土器を副葬するもの、16号墳のように鋲留短甲を副葬するもの、玉類では14・15号墳
の銀製クチナシ玉やガラス製トンボ玉、9号墳のメノウ製勾玉、19号墳の埋もれ木製ソロバン玉、
V-6号墳2号主体の金箔ガラス玉など個々の資料に特筆すべきものを多く含んでいる。

墳丘外表施設の埴輪についても赤色軟質から須恵質のもの、I-1号方形周溝墓のようなタガの
明瞭なもの、使用方法も一般的な使用方法だけでなく V 遺跡のように、円筒埴輪棺として使用
したものを含む各種が出土しており、その一部は山内英樹による「伊予の埴輪編年」において活
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写真21　土壇原V遺跡円筒埴輪棺（左：1号　右：2号）

図32　円筒埴輪棺使用埴輪実測図（完形のものが1号）(山内2008より)

0 10cm

図33　古墳群出土円筒埴輪（左：III-1円形周溝－土師器、中・右：8号墳－須恵器）(山内2008より)

0 10cm
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用されている（山内2008）。
　いずれにせよ周辺の古墳群では確認できないさまざまな形態の古墳が構築されていること、方
墳が占める割合が多いこと、低墳丘のものが多いことが土壇原古墳群の特徴といえる。
　過去40年間の発掘調査において、土壇原古墳群に出土の前例がありながら公表していないた
め研究者の目に触れなかった資料が多く、『県内に類例がない。』との報告書を目にするたびに「土
壇原にあるのに」との思いを強く抱き続けた日々であった。
　前回の『土壇原遺跡群の内容−古墳群を除く遺跡の概要−』と今回の『土壇原古墳群の内容−

発掘調査を実施した全ての古墳概要−』で土壇原遺跡群の古墳を含む遺跡の概要を記述してきま
したが、すべての遺構・遺物について記述したものではありません。出土遺物についてもさまざ
まな問題を含んでいると思います。この紀要が公表されるのと合わせて、愛媛県埋蔵文化財セン
ター 1階の展示室において「平成29年度企画展示『土壇原古墳群出土資料展〜個性派ぞろいの古
墳群〜』」が開催されています。展示には、今回の文章で紹介できなかった遺構図や遺物も数多

図35　土壇原I遺跡方形周溝墓の箱形石棺（左：1号、右：2号）

0 1m 0 1m

図34　III-1円形周溝出土資料

0 10cm
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くあります。ぜひご覧頂き、さまざまな視点で新たな問題提起をしていただき、個々の研究が進
むことをお願いし、土壇原遺跡群の紹介文章の筆を置くこととします。
 （2017年2月28日）

註
1）III 遺跡の第1・2・11号円形周溝から円筒埴輪が多数出土しており。円形周溝群の南東にある土壇原11号墳も

同様に埴輪が出土している。
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愛媛の統制陶器

多田　仁

はじめに

　1937（昭和12）年に日中戦争（支那事変）が始まり、資源の乏しい日本では戦争遂行のため多岐に
わたる物資の統制が計画される。よく知られているのは代用品の生産であり、軍用食器、ボタン、
化粧品容器などが陶製となっていた。物資の統制はあらゆる工業分野で進められ、昭和12（1937）
年、物資の統制を規定した「輸入品等に関する臨時措置に関する法律」の公布によって、戦争遂
行のための物資の確保・統制が本格化した。
　陶磁器生産においても日本陶磁器工業組合連合会が原料の配給統制を行うことになり、1940（昭
和15）年には、連合会の定款に基づく統制番号が付された陶磁器類の生産が始まる（萩谷2013）。
こうした物資の規制は、統制経済下における生産の調整、価格協定、整備された検査等に貢献
し、さらに統制番号は公定
価格を保証するものとして
根づいた。そして、岐阜県
と愛知県の組合が集合した
日本陶磁器工業組合連合会
は、輸入原料を統制したこ
とで全国にその影響力を伸
ばし、統制番号の標記が一
般的となった。
　この統制番号の調査研究
初期では、1994（平成6）年
の瀬戸市歴史民俗資料館に
よる特別展『戦争とやきも
の』での紹介、さらに土岐
津町誌編纂委員会によって
岐阜県の統制番号が集成さ
れた（瀬戸市歴史民俗資料
館1994、土岐津町誌編纂委
員会1999）。その後も岐阜
県を中心とした地域での展
示会等で周知され、2006年
には九州陶磁文化館による
銘款の集成でも統制番号が
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図 1　統制陶器の出土・採集地
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取り上げられ、この表記を残す資料が岐阜県・愛知県以外でも確認されるようになった（佐賀県
立九州陶磁資料館2006）。現在では岐阜県で約1,200か所、佐賀県で約10か所の生産者が特定さ
れており、統制番号の特性が研究に貢献している（有田町歴史民俗資料館2008、桃井ほか2010）。
　つまり、統制番号は組合記号と工場番号の組み合わせで表記されているため、その生産地と
生産者を辿る手がかりになる。また、統制番号が標示されたのは1940（昭和15）年から1946（昭
和21）年までとされ、日本の陶磁器史上においても特異な現象として意義付けられている（萩谷
2013）。短期間に生産され、生産者の特定に繋がる陶磁器類は、考古学的研究の資料として有効
的に活用されることが見込まれるだろう。
　戦時中の愛媛県には伊予陶磁器工業統制組合（伊予陶磁器工業組合）があり、軍用品や代用品の
生産が行われている（砥部町教育委員会1969）。販売組織は伊予陶磁器配給施設組合が統制し、名
古屋市の中央会（組織名は不明：筆者註）の指示で活動していたようである。こうした磁器生産の
盛んな砥部地域で生産されたものには、◯ト（丸内にト）と数字による統制番号が付されており、
沖縄地方の遺跡や県内の遺跡でも出土事例の報告をみることができる。なお、沖縄県において砥
部焼による近代陶磁器を見出したのは、1994年の下地安広による研究が始まりで、後の2002年
に宮城弘樹が生産者を推定、2015年には安斎英介・上原千明が分析を交え、伊予陶磁器工業統制
組合による砥部焼と判断している（安斎・上原2015、下地1994、宮城2002）。
　以上のように、統制番号の付された陶磁器類は戦時中から終戦直後まで生産されたことから、
近代の時間軸を知り得る考古資料として扱われるようになった。そして、愛媛県内でも発掘調査
等で統制番号が付された陶磁器類が見出され始め、近年では由良岬防備衛所跡で採集された陶磁
器に、岐阜県の瑞浪陶磁器工業組合や西南部陶磁器工業組合の生産品であることを示す統制番号
が確認されている（多田・増田2016）。
　しかし、現段階において愛媛県内では確認点数が少なく、2016年に石岡ひとみによる伊予陶磁
器工業統制組合の統制番号に関する考察があるのみで（石岡2016）、詳細な集成や分析が伴った研
究事例は皆無に等しい。特に、伊予陶磁器工業統制組合は、僅か11または14か所とされる数少
ない生産者数にもかかわらず（梅野1937、桃井ほか2008）、すべての番号と生産業者が特定され
ていない。また、全国に数多く出荷された美濃焼や有田焼における県内での様相も詳しく整理さ
れていない。
　そこで本稿では、1940（昭和15）〜 1946（昭和21）年までに生産された統制陶器と、その可能性
をもつ陶磁器類の集成を目標とし、近代における陶磁器生産・流通の動向を知る研究材料として
の活用を見出したい。なお、統制陶器の集成にあたっては、出土・採集地の明確なものを抽出す
ることが主な作業であるが、出自不明な資料についても、伊予陶磁器工業統制組合によるものは、
県内で生産された統制陶器であったことを考慮して集成に加えることにする。

１　統制陶器の類例

　愛媛県内では9か所で統制陶器が確認されている（図1）。内訳は戦争遺跡1か所、近世から近代
の遺跡3か所、その他の採集地は踏査や試掘、施設保管から確認されたものである。
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南宇和郡愛南町正木地区（図2-1 〜 3）
　採集地は、愛媛県と高知県の県境を流れる篠川の上流域である。採集地は住居および養畜場と
して利用されていた場所であり、3点の統制陶器が確認された。番号標記はいずれも「岐」であり、
岐阜県の組合に属するものである。1の統制番号はコバルト印、2・3のそれは陽刻（凸印）による
ものである。1は山富製陶所によるもので、現在知られている類例には蓋付煎茶碗が、2・3のヤ
マ鉄製陶所では盃が生産されていたことが知られている（桃井ほか2010）。
南宇和郡愛南町増田地区（図2-4）
　採集地は、南宇和郡愛南町東部を流れる増田川上流域の民家跡である。4はティーカップで、
把手は破損している。外面口縁部側に鋸歯状文、胴部側は一条の線文区画内に点描が描かれる。
統制番号は岐264で、大畑製陶所によるものである（桃井ほか2010）。この生産者による銘には「FUJI 
SEITO」、「四代陶器」、「倉知硬質磁器」（砂田2012）等があり、本資料には「富士硬質磁器」と記
されている。生産品にはティーカップがあるとされている。
藤が駄場（図2-5 〜 7）
　南宇和郡愛南町の篠川上流域にある藤が駄場と呼ばれる公園は、近世末から現代にかけて、植
林杉の育苗圃場であった。また、宅地も存在していたようで、昭和40（1965）年頃までは高知県
営林署の施設も存在したとされている。ここでは近世から現代の陶磁器類やガラス製品等が採集
されており、このうち3点を統制陶器として抽出した。5・6は口縁部のみを残すもので、統制番
号の確認はできないが、内外面の口唇部側にクロムによる二重圏線文があることから、いわゆる
国民食器または工場食器と呼ばれた生産品であろう。本稿で類似するものを挙げるならば、図
2-11、図3-14・17がある。7は蓋が伴う丼で、外面の3か所に福寿文が認められる。口唇部側には
クロムによる二重圏線文があり、ト13が残されていることから伊予陶磁器工業統制組合による
生産品と考えられる。
南宇和郡愛南町内泊地区（図2-8）
　1980（昭和55）年頃まで利用された宅地跡で確認されたもので、口縁部が内湾する浅い鉢である。
高台内の有45は有田陶磁器工業組合の生産品であることを示している（佐賀県立九州陶磁資料館
2006）。ここでは本資料に混在して戦後に生産されたと考えられる食器類や、明治16年の銘が残
される陶磁器壷も認められた。
由良岬防備衛所（図2-9・10）
　由良岬防備衛所は、由良半島の最西端に所在する戦争遺跡で、1941（昭和16）年に建造された軍
事施設である。ここでは一部の施設が破壊されているものの、聴音所や発電所等が残されており、
このうち主に兵舎跡で、陶磁器類や金属製品が採集されている（多田・増田2016）。統制陶器につ
いては2点確認されており、いずれも岐阜県の組合による生産品であった。詳細は既に報告され
ているため本稿では割愛するが、防備衛所では銘款を残す陶器碗や、それが記されていない陶器、
瓶などのガラス製品等も採集されている。現地の状況から考えればこれらの遺物と統制陶器の共
時性は高い。さらに、この防備衛所は1941（昭和16）〜 1945（昭和20）年の間という短期間に機能
していた施設であり、発見された陶磁器類は、その組成を良好に示していると考えられよう。
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吉田藩陣屋跡（図2-11）
　2011（平成23）年に行われた、吉田藩陣屋跡の調査で統制陶器が確認されている（西澤2012）。
この調査では長屋門の石垣が確認されており、統制陶器はこの遺構を被覆する堆積層（報文の①
〜⑩層）から出土したものである。確認された統制陶器は、外面の口縁端部側にクロムによる二
重圏線文が施され、高台内には伊予陶磁器工業統制組合によるト5の統制番号が認められている。
また、文様形態から国民食器または工場食器と呼ばれたものと判断できる。この他にも、統制陶
器と同年代のものと推定できる陶磁器類も確認されている。
御浜御殿・土塀跡（図2-12）
　宇和島城の政庁的機能をもったとされる御浜御殿において、2014（平成26）年に開発に伴う発掘
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図 3　愛媛の統制陶器 2
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調査が行われている（宇和島市教育委員会2014・2015）。この調査では土塀跡と側溝石列が検出さ
れており、統制陶器はこれら遺構を被覆する堆積層から出土している。この統制陶器には岐438
の番号が付されており、岐阜県の組合によるものであることがわかる。また、この碗は子供茶碗
として分類できるもので、外面にはウサギまたはネズミが日章旗を担いだ様子が描かれている。
表面の風化が著しいことや破損品であるために彩画の全容は不明であるが、昔話が描かれている
可能性もある。この製品は虎沢製陶所による生産品であるが、この生産者の製品には子供茶碗（猫・
まり）の類例が知られている（桃井ほか2010）。
板島城跡（図3-13）
　板島城は14 〜 15世紀の山城で、2009・2010（平成21・22）年に発掘調査が行われている（中野
ほか2011）。統制陶器は、山城に関連する竪堀や通路上平坦面を被覆する遺物包含層で確認された。
この遺物包含層には、縄文土器や中世土器等が含まれている。また、統制陶器に伴うと考えられ
る遺物は確認されていない。統制陶器の表記はト5で、伊予陶磁器工業統制組合による生産品で
ある。
大洲市新谷矢落川の河床（図3-14）
　愛媛県教育委員会による2015（平成27）年の試掘調査で確認されている。試掘調査地は河川敷で
あり、統制陶器は砂礫層中から近世および現代の遺物に混在して確認された。統制陶器には、外
面口唇部側、高台側、内面口唇部側にクロムによる二重圏線文が施されており、いわゆる国民食
器または工場食器に区分できる。
出土・採集地不明（図3-15 〜 19）
　15 〜 18は砥部焼伝統産業会館が所蔵し、19は個人所蔵の統制陶器である。すべて伊予陶磁器
工業統制組合による生産品で、ト2、ト5、ト8、ト11、ト13の統制番号が認められる。15には7
と同様な福寿文があり、福はコバルト、寿はクロムによることも一致している。また、見込み部
分に蛇の目状釉剥ぎが施される点は14にもあるほか、さらに統制番号は三者ともにト13である。
ただし、統制番号の記載方法は、7が陰刻、14はクロム、15はコバルトによるものである。17は
11と同形態となるもので、国民食器または工場食器に分類され、統制番号は両者ともにト5である。
19はト8の表記がある陶器の火鉢で、現状では同様の統制番号をもつ類例は確認できない。

２　統制陶器の様相

　愛媛県の統制陶器は、現段階で4か所の遺跡と5か所の地点で認められている他、保管資料で
は伊予陶磁器工業統制組合に所属する生産者の製品が5点確認された。この他にも、伊予陶磁器
工業統制組合による陶磁器類は各所で存在していることが想定され、今後の集成作業において明
らかにしていきたいと考える。
　今回の報告で認められた生産品は、愛媛県の伊予陶磁器工業統制組合、岐阜県の土岐津陶磁器
工業組合・西南部陶磁器工業組合・瑞浪陶磁器工業組合、有田陶磁器工業組合のものが認められ
ており、愛媛県9点、岐阜県7点、不明2点、佐賀県1点の内訳となる。ただし、不明2点については、
国民食器または工場食器と考えられるものであるため、可能性としては伊予陶磁器工業統制組合
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番号 遺跡名および採集地 種別 器種 器高 口径 胴径 底径 器形・内外面の文様・色調・銘款など

1 南宇和郡愛南町正木地区 磁器 湯呑 5.9 9.3 − 3.8 
内外面は白色地の透明釉／外面にコバルトの手描きによる龍と吹付けによる雲？（青
色：100,60,0,0）／統制番号はクロムの岐396（緑色：80,10,80,0）：土岐津陶磁器工業組
合の山富製陶所（桃井ほか2010）／畳付は無施釉／ 2016年採集／個人蔵

2 南宇和郡愛南町正木地区 磁器 杯 2.9 7.0 − 2.6 
内外面は白色地の透明釉／内面にコバルトの吹付けによる桜（花弁：青色：
100,10,0,0、おしべ：暗褐色：30,60,100,60）／統制番号は陽刻の岐24：西南部陶磁器
工業組合のヤマ鉄製陶所（桃井ほか2010）／畳付は無施釉／ 2016年採集／個人蔵

3 南宇和郡愛南町正木地区 磁器 杯 2.9 6.8 − 2.6 
内外面は白色地の透明釉／内面にコバルトの吹付けによる桜（花弁：青色：
80,10,0,10、おしべ：暗褐色：30,60,100,60）／統制番号は陽刻の岐24：西南部陶磁器
工業組合のヤマ鉄製陶所（桃井ほか2010）／畳付は無施釉／ 2016年採集／個人蔵

4 南宇和郡愛南町増田地区 磁器
ティー
カップ

5.5 8.0 （8.0） 4.2 

内外面は白色地の透明釉／外面口唇部側に鋸歯状文（灰褐色：30,30,40,60）／外面中
段区画内の点文（灰褐色：30,20,20,30）／統制番号は朱印による「富士硬質磁器　J.T.　
BEST QUALITY　岐264」（赤色印：20,100,60,30）：西南部陶磁器工業組合　大畑製
陶所（桃井ほか2010）／把手部欠損／ 2015年採集／愛南町教委所蔵

5
藤が駄場

（南宇和郡愛南町正木）
磁器 碗 （3.2） ［11.1］ − −

内外面は白色地の透明釉／外面口唇部側にクロムの二重圏線文（緑色：80,30,80,0）／
2016年採集／愛南町教委所蔵

6
藤が駄場

（南宇和郡愛南町正木）
磁器 碗 （2.2） − − −

内外面は白色地の透明釉／内面口唇部側にクロムの二重圏線文（緑色：上段は
100,40,60,0、下段は60,20,60,0）／ 2016年採集）／愛南町教委所蔵

7
藤が駄場

（南宇和郡愛南町正木）
磁器 丼 6.1 11.2 − 4.0 

内外面は白色地の透明釉／内外面に段あり。蓋が伴う？／外面口唇部側にクロムの
二重圏線文（緑色：上段は80,0,100,30、下段は40,0,80,30）／外面三方に福寿文（コバ
ルトの福：青色：100,20,10,0、クロムの寿：緑色：80,30,100,0）／内面見込みは蛇の
目状の釉接ぎ／畳付は無施釉／統制番号は陰刻のト13：伊予陶磁器工業統制組合／
2016年採集／愛南町教委所蔵

8 南宇和郡愛南町内泊地区 磁器 鉢 4.2 18.0 18.6 10.8

内外面は白色地の透明釉／口唇端部にコバルトの一条線文（青色：100,20,0,10）／外
面胴部から口唇部側に樹木？（褐色：40,60,60,60）／外面胴部下位に不明瞭なコバル
ト？の一条線文／外面胴部下位から高台にコバルトの三条の線文（青色：60,10,0,10）
／内面見込みは漢詩？と梅（漢詩は黒色：K20、梅は黒色：K60および100）／畳付
は無施釉／統制番号はコバルトの有45（青色：100,40,0,10）：有田陶磁器工業組合／
2017年採集／個人蔵

9
由良岬防備衛所

（南宇和郡愛南町網代）
磁器 碗 4.8 10.4 − 4.9

内外面は白色地の透明釉／内面に吹付文のコバルトの富士山（青色：100,60,0,0）／統
制番号はコバルトの岐1050（青色：80,10,0,40）：瑞浪陶磁器工業組合の山加製陶所（桃
井ほか2010）／参考文献：多田・増田2016（報告番号4）／愛南町教委所蔵

10
由良岬防備衛所

（南宇和郡愛南町網代）
磁器 碗 5.3 8.0 − 3.6 

内外面は白色地の透明釉／外面にコバルトの蔦文（青色：100,80,10,0）／高台内にコ
バルトの円文（青色：80,10,0,0）／統制番号は陽刻の岐156：西南部陶磁器工業組合　
虎山製陶所（桃井ほか2010）／参考文献：多田・増田2016（報告番号6）／愛南町教
委所蔵

11
吉田藩陣屋跡

（宇和島市吉田町立間尻）
磁器 碗 6.0 12.2 − 4.4 

内外面は白色地の透明釉／外面にクロムの二重圏線文（緑色：100,20,100,0）／統制番
号はクロムのト5（緑色：80,10,80,10）：伊予陶磁器工業統制組合／参考文献：多田・
増田2016（報告番号4））／愛南町教委所蔵工場食器または国民食器／参考文献：西澤
2012（報告番号22・23）／宇和島市教委所蔵

12
御浜御殿・土塀跡

（宇和島市）
磁器 碗 5.1 10.9 − 4.2 

内外面は白色地の透明釉／外面胴部に日章旗をもつウサギまたはネズミ（褐色？：
10,40,60,0）／畳付は無施釉／統制番号はクロムの岐438（緑色：60,10,60,10）：土岐津
陶磁器工業組合　虎沢製陶所（桃井ほか2010）／宇和島市教委所蔵

13 板島城跡（宇和島市） 磁器 皿 4.2 ［13.6］ − ［7.2］

内外面は白色地の透明釉／内面口唇部側に一条線文（青色：80,30,0,10）／見込み部に
石灯籠（青色：60,10,0,10）と庭石（青色：80,20,10,10）の風景文／畳付は無施釉／統制番
号はクロムのト5（緑色：80,20,80,10）：伊予陶磁器工業統制組合／参考文献：中野・
藤本2011（報告番号191）／愛媛県教委所蔵

14 大洲市新谷矢落川の河床 磁器 碗 4.7 ［12.0］ − ［4.6］

内外面は白色地の透明釉／外面口唇部側にクロムの二重圏線文（緑色：80,20,100,30）
／外面高台側にクロムの二重圏線文（緑色：80,20,100,30）／胴部と高台の境界にク
ロムの一条線文（緑色：80,20,100,30）／内面口唇部側にクロムの二重圏線文（緑色：
80,20,100,30）／見込み部は蛇の目状釉剥ぎ／畳付は無施釉／陶製番号はクロム印の
ト13（緑色：80,20,100,30）：伊予陶磁器工業統制組合／ 2015年の県教委試掘にて確認
／愛媛県教委所蔵

15 不明 磁器 碗 5.5 11.6 − 3.9 

内外面は白色地の透明釉／外面口唇部側にコバルトの一条線文（青色：100,20,0,0）
／ 外 面 三 方 に 福 寿 文（コ バ ル ト の 福： 青 色：100,40,0,0、 ク ロ ム の 寿： 緑 色：
60,40,100,10）／胴部と高台の境界にコバルトの二重圏線文（青色：100,30,0,0）／内
面見込みは蛇の目状の釉接ぎ／畳付は無施釉／統制番号はコバルトのト13（青色：
100,40,0,0）：伊予陶磁器工業統制組合／ 2016年に確認／砥部焼伝統産業会館所蔵

16 不明 磁器 碗 6.5 14.4 − 5.8 

内外面は白色地の透明釉／外面口唇部側にコバルトの二重圏線文（青色：100,40,0,0）
／胴部と高台の境界にコバルトの一条線文（青色：100,60,0,0）／内面口唇部側にコバ
ルトの二重圏線文（青色：100,40,0,0）／内面見込みに手描きの風景文：家屋・樹木（青色：
100,40,0,0）／見込みに5か所の目跡／畳付は無施釉／統制番号はコバルトのト2（青色：
100,40,0,0）：伊予陶磁器工業統制組合／ 2016年に確認／砥部焼伝統産業会館所蔵

表 1　遺物観察表
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のト5の統制番号が付されていたとも考えられる。
　愛媛県内で確認されたものであれば、当然のように伊予陶磁器工業統制組合による生産品の確
認事例が増加する可能性はあるが、当時は各地の組合による生産品が全国規模で流通しており、
今後の資料増加を考慮しても、本稿のような点数比になるとは思われない。この点については、
今後の集成によって流通の詳細な動向を判断することになろう。
　なお、本稿で紹介した統制陶器はすべて日用品として使用されたものであるが、愛媛県松山市
内の寺院において、萬古陶磁器工業組合の生産品である燭台と華瓶の発見が報じられている（2016
年5月18日：毎日新聞）。さらに、県内の市町村施設で保管されている民具関連資料にも、統制
陶器が含まれている可能性は高い。
　県外においては、沖縄県の発掘調査でスンカンマカイと呼ばれる砥部焼の磁器が確認されてい
る（安斎・上原2015、安和ほか2015）。これらにはト2・ト11の統制番号が認められており、この
うちト11については、伊予郡砥部町大南に所在した砥部陶業株式会社の製品であると考えられ
ている（石岡2016）。今回の集成でもト11が確認されており（図3-18）、この資料に関しても砥部
陶業株式会社製と位置づけて良いだろう。

おわりに

　今回の集成では、伊予陶磁器工業統制組合、土岐津陶磁器工業組合、西南部陶磁器工業組合、
瑞浪陶磁器工業組合、有田陶磁器工業組合の生産品を確認することができた。岐阜県の組合と伊
予陶磁器工業統制組合によるト11については生産者名を特定できたが、伊予陶磁器工業統制組
合のその他と有田陶磁器工業組合のものについては、その特定には至っていない。しかし、伊予
陶磁器工業統制組合の場合は11または14業者という少ない数であり、生産者の特定が近い将来
に見込める状況であろう。
　また、戦時中の陶磁器類には、統制陶器の他に、陶製番号の付されていない組合非加盟業者に
よる生産品や非統制品も存在している。その意味では統制陶器の集成が近代における陶磁器類の
様相すべてを把握できるものではない。しかし、統制番号は生産者やその生産年代まで遡ること
のできる考古資料であり、これを援用して伴う遺構・遺物の年代観や遺物組成を知り得ることに
繋がる。つまり、統制陶器の研究によって、統制番号の無い陶磁器類の年代観を把握できることに
なるだろう。特に、統制陶器とその共伴遺物を特定できる遺跡としては、後の開発が進行してい
ない各種の戦争遺構であり、これら遺構を含む戦争遺跡において良好な遺物組成を確認できよう。

番号 遺跡名および採集地 種別 器種 器高 口径 胴径 底径 器形・内外面の文様・色調・銘款など

17 不明 磁器 碗 5.5 11.6 − 4.8 
内外面は白色地の透明釉／外面口唇部側にクロムの二重圏線文（緑色：100,20,60,0）
／畳付は無施釉／統制番号はクロムのト5（緑色：100,20,60,0）：伊予陶磁器工業統制
組合／ 2016年に確認／砥部焼伝統産業会館所蔵

18 不明 磁器 碗 5.6 11.0 − 4.5 
内外面は暗黃褐色釉（淡：10,40,80,30、濃：0,40,60,60）／畳付は無施釉／統制番号は
陰刻のト11：伊予陶磁器工業統制組合の砥部陶業株式会社／ 2016年に確認／砥部焼
伝統産業会館所蔵

19 不明 陶器 火鉢 15.6 16.2 16.3 14.9 
内外面は淡褐色釉（30,30,60,10）／未施釉部位（底部外面・内面中間部から底部）の色調：
0,60,80,30 ／統制番号は黒印のト8：伊予陶磁器工業統制組合／ 2017年に確認／個人
蔵

＊色調（C,M,Y,K）は DIC グラフィックス株式会社2014『COLOR CHART』による。法量の単位は cm。残存値（　）、推定値［　］。

表 2　遺物観察表
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南宇和郡愛南町正木地区 南宇和郡愛南町増田地区

藤が駄場 南宇和郡愛南町内泊地区

由良岬防備衛所 吉田藩陣屋跡
＊国土地理院発行 2万 5千分 1地形図の「楠山」、「宿毛」、「伊予鹿島、「魚神山」、「伊予吉田」より作成

（S=1/50,000）

図 4　出土・採集地位置図 1
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　本稿の作成にあたっては下記の方々にご協力を得た。以下に記して感謝申し上げたい。
　　石岡ひとみ　織田浩史　中田 孝　中谷美雄　西澤昌平　兵頭 勲　藤本清志
　　松本安紀彦　山本典夫　愛媛県歴史文化博物館　砥部伝統産業会館

（2017年3月31日）

参考文献
有田町歴史民俗資料館2008『守り抜かれた伝統　戦時中の有田焼』

安斎英介・上原千明2015「沖縄の遺跡から出土する近代の本土産磁器について　−スンカンマカイと統制番号を

有する資料を中心に−」『南島考古』第34号、沖縄考古学会

安和吉則・安斎英介・上原千明・菅原広史2015『前田・経塚近世墓群6』浦添市教育委員会

石岡ひとみ2016「近世・近代における砥部焼磁器の製品と流通について」『中近世陶磁器の考古学』第二巻、雄

御浜御殿・土塀跡 板島城跡

矢落川河川敷
＊国土地理院発行 2万 5千分 1地形図の「宇和島」、「大洲」より作成　

図 5　出土地・採集地位置図 2
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瀬戸市歴史民俗資料館1994『特別展　戦争とやきもの』

砥部町教育委員会1969『砥部焼の歴史』

多田仁・増田晴美2016「由良岬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−」『紀要愛媛』

第12号、愛媛県埋蔵文化財センター

土岐津町誌編纂委員会1999『土岐津町誌　資料編』

中野良一・藤本清志2011『板島城跡』愛媛県埋蔵文化財調査センター
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浪市歴史資料集』第2集、瑞浪市陶磁資料館

宮城弘樹2002「いわゆるスンカンマカイについて」『壷屋焼物博物館紀要』第3号、那覇市立壺屋焼物博物館

桃井勝・河合竹彦・遠山作治・福井沙織2008『萩谷コレクション　全国の戦時中のやきもの』岐阜県陶磁資料館

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
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道後姫塚遺跡の中世土器

湯築城資料館　神石　都

はじめに
　道後姫塚遺跡（愛媛県教委1978）は、松山市道後公園・湯築城跡の北東約100m に位置する（図1）。
現在は公立学校共済組合道後宿泊所の「にぎたつ会館」が建つ場所である。にぎたつ会館を建設
する際に行われた発掘調査において、石組の井戸や掘立柱建物、南北方向に約5m 間隔で掘られ
ている溝などが検出され（図2）、弥生土器や須恵器、土師質土器などが出土している。報告され
ている土師質土器皿25点のうち、2点が湯築城跡から出土するタイプと同じであり、湯築城との
関連の可能性が指摘されている（中野2009）。湯築城跡周辺の遺跡については、西側に位置する道
後町遺跡の遺構群は「湯築城下町」が形成されていたと捉えられ（松村2007）、北側に位置する道
後湯之町遺跡（宮内ほか2008）は、湯築城築城以前の集落の様相や古地形を検討する貴重な資料と
して報告されている。今回対象とした道後姫塚遺跡も湯築城に近接しており、湯築城およびその
周辺を解明する手掛かりの一つになるのではないかという点から改めて着目し、中世の遺物を対
象として調査を行った。遺構からの出土は少数で出土地不明なものも多く含むが、およその傾向
を示すものとして、本稿はその紹介を目的とし、若干の考察をおこなう。

1　道後姫塚出土の遺物（図3 〜 6）
　すでに報告されている遺物も含めて56点について実測を行った。内訳は土師質土器の皿・杯が
28点、土師質土器煮炊具7点（釜7）、土師質土器火鉢1点、備前焼6点（擂鉢5、壺1）、常滑焼3点（甕
もしくは壺）、亀山焼1点（甕）、瓦質土器4点（擂鉢1、不明3）、貿易陶磁器5点（青磁碗3、青磁碗
か皿1、白磁皿1）、瀬戸美濃焼1点（皿）である。以下それについて述べる。
　1 〜 28は土師質土器の皿および杯である。1は底部の立ち上がりが強い。胎土は粗く、歪みが
ある。内底面は平坦で広いがナデ上げている。2はやや内湾しながら立ち上がる。全体に比して
口縁部はやや厚みがある。体部外面下部のナデが強い。内面には細い段がある。3は体部内外面
に幅広の段がある。口縁部はつまみ上げるように仕上げている。4は体部下位から中位にかけて
ナデが強い。底部は中央にスノコ痕が残る。5は外反しながら立ち上がり口縁部にかけて大きく
開く。口縁部は丸みがある。6は体部下位から中位にかけてナデが強い。中位から口縁部は肥厚し、
口縁部は丸く厚みがある。底部中央にスノコ痕がみられる。7と8は全体的に厚みがあり、口縁
部直下は明確な稜をもつ。9と10は底部から短く立ち上がり、口縁部にいたる。9は底部と体部
の境は明瞭である。10は、体部中位に稜をもち口縁部は丸く小さくおさめる。11は底部から体部
下位にかけては厚みがあるが、口縁部にかけては外反しながらやや薄くなる。12は全体的に薄く、
内底面には段が顕著である。13は完形品である。口縁部内外に稜を持つ。内底部からの立ち上が
りはナデ上げにより明確である。11 〜 13は同一ピット内に重なった状態で出土している。14は
内湾しながら立ち上がる。摩耗しているが内底面の段が観察できる。全体的に薄手である。15は

〈寄稿〉
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内底中央部のナデが強く非常に薄い底部である。口縁部にかけてはやや厚みを持つ。16は胎土・
焼成ともに精良である。内底部中央に「一」字状のナデがある。17は摩耗しているが体部にはナ
デによる段がみられる。18は内底部中央が深く凹む。幅広の段がある。外底部は板状のヘラのよ
うな工具でナデた痕跡がある。1 〜 18（9と17は除く・9は摩耗のため不明）の底部切り離しは回
転糸切りである。19は底部が広く平らで体部は短く立ち上がる。底部と体部の境には部分的に指
頭圧痕がみられる。20と22は底部からの立ち上がりが短く胎土・焼成が精良である。20は底部
がやや薄い。22は口縁部にかけてやや開き気味である。23と24は底部から口縁部にかけて外反
する。内外面に段がある。23は口縁部に煤が付着している。19 〜 24（21は摩耗している）の底部
切り離しは回転ヘラ切りである。25は内底部中央に「の」字状の強いナデがある。底部から大き
く開きながら口縁部にいたる。26は底部に厚みがある。底部と体部の境は明瞭である。胎土・焼
成は精良である。25 〜 28の底部切り離しは静止糸切りである。29 〜 34は土師質土器の釜である。
29の鍔は口縁部より少し下がったところに付く。鍔より下はやや黒変している。30 〜 34は釜脚
である。33と34の脚部先端は指で押さえておさめている。35は土師質土器の鍋である。口縁上
部に若干凹みがある。鍔の下部から黒変している。36は土師質土器の火鉢である。内湾しながら
立ち上がり、口縁上面を平坦に仕上げる。口縁直下の内面には一部煤の付着がある。37 〜 42は
備前焼である。37 〜 41は擂鉢で、42は壺である。37は口縁部外側が平坦で、下方へやや拡張する。
38は口縁部の内側はやや屈曲し、外側は下方への拡張がみられる。39と40は口縁帯がほぼ直立
している。上方への拡張と口縁内側の丸みがみられる。40の外面には浅い凹線が2条めぐる。胎
土が精良である。41は底部から体部にかけて表面がすり減っている。42は口縁端部に丸みがあり、
肩部にはクシ描きによる波状文がある。同一個体と思われる体部片にクシ描きによる十字文があ
る。43 〜 45は常滑焼である。43はＮ字状の口縁部である。44と45の体部片には斜格子状の押印
がある。46は亀山焼甕である。体部から口縁にかけて外傾する。内外面に刷毛目がある。47は
瓦質土器擂鉢で産地不明である。全体的につくりが薄い。口縁部端部は平坦である。粘土紐の継
ぎ目はナデや指頭圧痕が顕著である。48 〜 50は瓦質土器であるが器種は不明である。48は外面
に多条の凹線がめぐる。口縁の内側は一部赤変している。49は内外面にミガキがみられる。直径
4 〜 5cm 程度の穿孔がある。50は底部と思われる面に突起があり、内面には同心円状に凹線がめ
ぐる。
　51 〜 54は青磁碗である。51の外面は線描きにて蓮弁文が簡略的に描かれる。やや内湾しなが
ら立ち上がり口縁端部は丸い。52は内面にヘラ描きの文様がある。内外面施釉されているが、高
台の接地面は拭き取られている。高台は接地面に向かって内傾に削られている。53は内外に文様
が描かれている。胎土は軟質である。54は内外面ともに施釉されるが底部については露胎である。
内底部はケズリによる段がみられる。内底中央部は剥離しており貼り付けによる装飾があった可
能性もある。55は白磁皿である。体部半ばまで施釉される。56は瀬戸美濃製皿と思われる。内
外面施釉、貫入が入る。



57

2　出土遺物の傾向と年代観（表1 〜 4）
土師質土器の皿・杯が全体の62.9％、次いで備前焼の甕か壺が24.6％確認でき、これらが出土遺
物の約90％を占める。備前焼擂鉢と瓦質土器の器種不明がそれぞれ3％程度ある。土師質土器釜、
常滑焼、亀山焼、青磁碗が1.0 〜 1.5% 前後、その他は1％未満の出土である。出土遺物を機能別
でみた場合、供膳具64.7％、貯蔵具26.9％となり、この2者が出土遺物の大半である。また供膳
具は土師質土器、貯蔵具と調理具は備前焼がほとんどである。土師質土器の皿・杯の底部切り離
し技法については分類が可能なものについてカウントした結果、回転糸切りによるものが88.8%、
回転ヘラ切りと静止糸切りされたものは同程度となり回転糸切りに比すると少数であった。
　遺物の年代についてみていく。回転糸切りの土師質土器皿については、3のように内面に段
を持ち、口縁部が尖り気味になるものは、樽味遺跡 II・SD1−2層（愛媛大学埋蔵文化財調査室
1993）、石手村前遺跡1次 SP21（眞鍋2008）、岩崎遺跡 III 区・掘立 III301（宮内ほか1998）にみら
れる。12の内底面に段をもつものは、樽味遺跡 II・SD1−2層、14 〜 16の全体的に薄く内湾し
ながら立ち上がるものについては、樽味遺跡 II・SD1−2層、道後今市遺跡 X・4号土坑（多田ほ
か1994）に類例がみられ、いづれも14世紀代が想定された遺構から出土している。また18は、道
後今市遺跡Ｘ・中世（旧）包含層に類例がある。この包含層は12世紀後半から14世紀初頭と捉え
られている。なお、3のように口縁部が尖り気味になるタイプや、全体的に器壁が薄く内湾気味
に立ち上がるものについては、湯築城跡内堀 IVa 層や1段階より下位の遺構面（中野・柴田ほか
1998）、Bj3トレンチ、C7トレンチ（中野・柴田ほか2000）において確認できる。回転ヘラ切りや
静止糸切りの皿・杯19 〜 28については湯築城跡前期と後期1 〜 4段階において確認できるタイ
プである。23・24は A-2類（湯築城跡前期から後期2段階頃・16世紀前半から中頃）、19 〜 22は
E 類（湯築城跡後期1段階から4段階・16世紀前半から後半）、25 〜 28は G 類（湯築城跡後期2段
階頃から4段階・16世紀中頃から後半）である（柴田1998、2000）。湯築城跡から出土する土師質
土器皿・杯を指標とした場合、16世紀代にも回転糸切りは確認できるが、回転ヘラ切りや静止
糸切りと比べると古相を示す。先にも述べた通り、道後姫塚の土師質土器皿・杯については回
転糸切りの比率が高く、14世紀代も含めて16世紀前半以前のものが主体であると捉えておきた
い。土師質土器釜は、29については13世紀後半に、35については14世紀代に認められる（中野
2007）。備前焼擂鉢は、37・38は15世紀前半から中頃、39は15世紀中頃から16世紀前半、40は
16世紀中頃の特徴を持つ（重根2016）。備前焼擂鉢39と土師質土器皿10は同一ピット内にて共伴
する1）。常滑焼43は14世紀中頃の口縁部と思われる（中野2013）。青磁碗51・52は、51は内湾し
ながら口縁部にいたる形状や簡略な蓮弁文の描かれ方から15 〜 16世紀代、52は高台下部の削り
や施釉範囲から15世紀代前半と考えられる。55の白磁皿は森田分類 D 類にあたる。邵武四都窯
製品である（日本貿易陶磁研究会2000、瀬戸2015、中世土器研究会2017）2）。以上、概ね14世紀代
〜 16世紀後半までの遺物が確認できる3）。

3　まとめ
　湯築城跡に近接する道後姫塚に着目し、湯築城跡および道後周辺との関連性が見出せるかとい
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う視点を持ちつつ、中世という時間軸に絞り調査をおこなった。遺構の検討は皆無であり、紹介
できた少数の遺物から導き出せることは非常に断片的であるが、傾向を述べておきたい。まず、
13世紀頃までみられる畿内産の瓦器椀や東播系コネ鉢、あるいは中国産の貿易陶磁器などは確認
できなかった。そして従来から指摘されていた16世紀代の土師質土器皿に加え、松山平野内にお
いて13世紀後半以降14世紀代に比定される土師質土器皿・杯・釜、さらに15世紀代から16世紀
代の備前焼や貿易陶磁器を見出すことができた。年代としては14世紀代以降16世紀前半までの
含有率が高く、以降は少数であった。13世紀後半から14世紀代は、松山平野内では道後地区に
遺跡が集中する傾向があることが指摘されており（首藤2016）、道後姫塚遺跡もその一端を示して
いるといえる。16世紀前半以降の遺物が少数であることについて明確な理由は導けないが、ひと
つは、近現代の開発に伴う破壊が考えられる。もうひとつは、今回得られた数的データのみで推
測することは厳しいが、1535年に湯築城が外堀を構えるにあたり（川岡1992）、周辺を再編・再整
備する対象区域に道後姫塚が含まれていたことが想起される。河野氏は、石手寺門前と道後の湯
場町を結ぶ道（古道）に対して、石手寺と湯築城、湯場と湯築城を結ぶ道（新道）を造営し、新道を
地域の主要路とすべく努力した（日和佐2004）とする指摘もあるように、経済拠点への介入や町場
の一体化、城下町の造営を目指す政治的意図が道後姫塚周辺にも及んだならば、15世紀後半から
16世紀前半頃を境に変化が生じた可能性はあろう。しかし繰り返しとなるが、これについては断
片的な数的データによる推論であり、変化の有無や状況は依然として不明である。同時に、湯築
城の大幅な改変後、城内にて多数派となる土師質土器皿 E・G 類が少数ではありながら確認でき
る点は、やはり看過すべきではないと思われる。これまで既に検討されてきたことと重なるが、
河野氏および湯築城と道後姫塚周辺は、明らかではないが関連性がうかがえると捉えておきたい。
　今回は道後姫塚の出土遺物を取り上げ、湯築城と周辺について検討を試みた。限られた資料と
力量不足により見出せたことはごくわずかで、多くは推論の域である。しかし今後も、湯築城跡
周辺に着目し、解明の手掛かりを探る試みをおこなっていきたい。
　最後に追加となるが、報告書に須恵器として掲載されている中に、井戸から検出された肥前系
陶器皿が2点ある。井戸の廃絶年代は不明であるが、湯築城廃城後の17世紀にいたるまで、道後
姫塚付近には営みがあったことを示す4）。
　末筆となりましたが、本稿執筆にあたりご協力・ご教示いただいた方々や施設へ心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。（五十音順）
　亀井英希氏　、﨑山理恵氏、柴田圭子氏、多田　仁氏、中野良一氏、真鍋昭文氏
　（公財）愛媛県埋蔵文化財センター、湯築城資料館コンソーシアム GENKI
 （2017年3月10日）

註
1）土師質土器皿（10）、備前焼擂鉢（39）ともに「姫塚 B-1 P3 780625」の注記がある。

2）日本貿易陶磁研究会2000、瀬戸2015、中世土器研究会2017を参考に観察の上、柴田圭子氏にご教示いただいた。

3）瓦質土器48 〜 50は時期不明である。近世以降の可能性もある。48については、湯築城跡出土の瓦質香炉（報告
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書第１分冊・遺物番号1107、湯築城資料館蔵）の類例の可能性を当初考えた。しかし凹線がより画一的に施さ

れており違いが見られた。産地の違いか時期差によるものか明確ではないためこれらについては保留とした。

4）報告書上の観察と実見により肥前系陶器と判断した。
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①道後姫塚遺跡　②湯築城跡　③道後町遺跡　
④石手村前遺跡　⑤岩崎遺跡　⑥樽味遺跡
⑦道後湯之町遺跡　⑧義安寺砦　⑨八幡山砦　
⑩北山の砦　⑪冠山の砦　⑫道後今市遺跡

国土地理院発行（1/25000）をもとに作成

図2　姫塚遺構全図（愛媛県教委1978より転載）

図1　道後姫塚遺跡および周辺遺跡位置図
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表 1　出土遺物　種類別組成

表 3　機能別組成（2）

表 2　機能別組成（1）

表 4　土師質土器皿
　　　　底部切り離し技法

種類 器種 破片数 ％

土師質土器 皿・杯 292 62.9％

釜・釜脚 8 1.7％

火鉢 1 0.2％

小計 301 64.9％

瓦質土器 擂鉢 1 0.2％

不明 15 3.2％

亀山焼 壺・甕 5 1.1％

小計 21 4.5％

備前焼 甕・壺 114 24.6％

擂鉢 14 3.0％

常滑焼 甕・壺 6 1.3％

小計 134 28.9％

青磁 碗・皿 6 1.3％

白磁 碗・皿 1 0.2％

瀬戸美濃 碗・皿 1 0.2％

小計 8 1.7％

合計 464 100.0％

破片数 ％

供膳具 300 64.7%

貯蔵具 125 26.9%

煮炊具 8 1.7%

調理具 15 3.2%

その他・不明 16 3.4%

合計 464 100.0%

底部切り離し技法 破片数 ％

回転糸切 87 88.8%

回転ヘラ切 6 6.1%

静止糸切 5 5.1%

合計 98 100.0%

種類 破片数
(種類別)

％

供膳具 土師質土器 皿・杯 292 97.3%

青磁 6 2.0%

白磁 1 0.3%

瀬戸美濃 1 0.3%

合計 300 100.0%

貯蔵具 備前焼 114 91.2%

常滑焼 6 4.8%

亀山焼 5 4.0%

合計 125 100.0%

煮炊具 土師質土器 8 100.0%

調理具 備前焼 14 93.3%

瓦質土器 1 6.7%

合計 15 100.0%

その他・不明 16 100.0%
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編集後記

　研究紀要『紀要愛媛』第13号が完成いたしました。
　沖野新一・沖野実は松山平野周辺における、安山岩原産地の状況をまとめました。石器石材を
論証する上での基礎的研究として評価できます。今後の展開が楽しみです。
　岡田は、土壇原古墳群の報告を行いました。今回の報告で本遺跡の概略が報告されたことにな
りますが、今後は遺物の詳細な検討も期待されることになるでしょう。
　多田は、愛媛県内で確認される統制陶器の集成を行いました。愛媛県内でも、近年では近代遺
跡の調査研究が見受けられるようになりましたが、考古資料の蓄積は始まったばかりです。今後
もより多くの集成作業が必要でしょう。
　なお、今号では湯築城資料館の神石都氏より、道後姫塚遺跡の中世遺物に関する報告をいただ
きました。同じく中世の遺跡である道後湯築城の周辺を調査対象とした報告は、今後の研究資料
としての活用が期待されます。
 （多田）
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