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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14号を刊行することとなりました。

　なお、今号では、松山市教育委員会の山内英樹様の赤色塗彩土師器に関

する研究論文も掲載させていただきました。

　この研究紀要が、歴史や考古学の研究にあ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30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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（研究ノート）	 今治平野の中世土器
−経田遺跡出土の土師質土器杯の検討−

柴田圭子

はじめに
　今治平野は、古代の伊予国府が存在した越智郡にあたり、中世においても国衙が存続し、検非
違所、案主所、田所など役割の異なる各所が置かれ、守護所や港、多くの寺社や城郭が配された
府中と呼称される空間として機能していたとされる（川岡2006a・b）。
　考古学の分野においても、片山内福間遺跡や八町遺跡の調査を嚆矢とし、数多くの中世遺跡の
発掘調査が実施されており、その数は2016年度末時点で70遺跡を超える。特に近年、今治平野
南東部の旧朝倉村において発掘調査の進展が著しく、夥しい情報が蓄積されている。しかし、今
治平野の中世遺跡を対象として、いくつかの編年研究はあるものの（中野1988・丸毛2008）、基
準となる土器編年が確立しておらず、土器の年代的位置づけについてさえ共通の理解が得られて
いない状況がある。そのため、遺跡を評価し総合的に論じる段階に至っていない。
　そこで本論では、今治平野における中世土器編年への予察として、近年報告書が刊行された経
田遺跡（（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2014）出土の中世土器のうち、特徴的な土師質土器杯
について検討を加えたい。

1　経田遺跡の位置と概要（図1）
　経田遺跡は、今治平野南東部に位置する旧朝倉村に所在し、沖積平野である今治平野を形成す
る蒼社川と頓田川のうち、頓田川中流域左岸に立地する。現在の頓田川からの距離は約100mで、
本遺跡より北は頓田川の氾濫原となる。調査範囲は南東から北西方向の総延長380mで、調査面
積は約18,000㎡に及ぶ。主要な遺構面は弥生時代～古墳時代、古代末～近世に分かれ、中世の遺
構はほぼ全面で確認されている。
　その中でも中世の遺構が最も密集して検出されたのは、ASK3地区である。中央には頓田川方
向から内陸へと向かう道路遺構が発見され、その西側を中心に多くの掘立柱建物が分布している。
中でも SB102 ～ 104は桁行5間の大型建物で、本遺構群の中心的存在と捉えられる。SB104は道
路の側溝である SD103に切られており、道路遺構より溯る。その他の建物と道路遺構との関係は
明らかではない。これらの主要建物周辺において土師質土器の一括廃棄遺構が多く検出されてい
る。

2　土師質土器杯についての検討
　上記ASK3地区の SB102 ～ 104周辺において検出された土師質土器の一括廃棄遺構から、特徴
的な土師質土器杯が出土しており、中心的な廃棄遺構を取り上げて特徴をまとめる。代表的な資
料の図と写真を図2～ 4に示し、法量については図5にグラフを提示した。今回扱う土師質土器
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図1　経田遺跡の位置と中世遺構
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杯は、後述するように、中世前期の今治平野における一般的な杯とは形態が全く異なっており、
系譜が異なるものと考えている。検討するにあたり、従来の系譜のものを杯Aとし、今回対象
とするものを杯Bと仮称する。
ASK3　SK234（図2）
　本遺構は、中心的な掘立柱建物である SB102の梁行に沿って細長く伸びている土坑で、多くの
土師質土器杯・小皿が廃棄されていた。埋土は単層であり、上面近くに遺物が多いことから、遺
構が埋没する最終段階に廃棄されたとみられる。土師質土器杯・皿のみ出土し、共伴する遺物は
認められなかった。
　出土した遺物の多くは杯で、小皿は少量である。杯Bの器形は、体部から口縁部にかけて外反
または、直線的に開くものと、内湾ぎみのものがある。前者の胎土は褐色で、砂粒を多量に含み、
粗い。成形も粗く、器形がいびつなものや、底部付近に工具が接触して削れたもの、粗雑なナデ
による段を有するものが目立つ。器壁は厚く、内面底部には回転ナデの痕跡が段として残り、中
央に向かってくぼみ、中心が突起する。底部の切り離しは回転糸切りである。小皿も器壁が厚く、
いびつなものがある。杯Bの法量は、口径の平均値が12.1cm で、11.0 ～ 13.0cm まで見られ、器
高は平均4.1cm で、3.7cm ～ 4.8cm までの幅がある。外反気味のものの方が法量の大きい傾向が
ある。小皿は口径7.5と7.6cm、器高1.7と2.2cmである。同様の形態の杯BはSK244で確認できる。
ASK3　SK235（図3）
　本遺構は SB103の桁行に沿って検出した。SK234同様に細長い土坑である。他の遺構との切り
合いは認められなかった。土師質土器杯・小皿と瓦質土器釜が1点共伴して出土した。
　多くは杯Bで、小皿は少量である。杯Bの法量は、口径の平均値が12.0cm で、11.2 ～ 13.3cm
までの幅がある。器高は平均4.0cm で、3.2 ～ 4.5cm までみられ、SK234・250と比較しても差は
ほとんどない。しかし杯Bの器形を検討すると、体部が外反または直線的に開くものとやや内湾
するものがある点は SK234と同様であるが、前者の点数は少ない。やや内湾するものの多くは
器壁が平滑にナデられ、内底中央の突起も目立たない。胎土は褐色が多く、やや粗い。ただし、
SK234ほど混和された砂粒が目立たず、体部の器壁が薄く器形の崩れも少ない。1点のみであるが、
口径8.8cm、器高2.9cm の小型の杯が出土している。小皿は口径8.1cm、器高1.8cm を平均とし、
SK234より口径は大きい。
ASK3　SK250（図4）
　本遺構は、SB102の南に隣接する SB101近くの土坑である。全体は長楕円形を呈するが、底面
は3箇所の深掘りが認められ、それが連なって一つの遺構を形成する。このような形状は、甕な
どを並べて貯蔵施設や厠などとして使用していた痕跡と考えられる。土師質土器は遺構の西側の
上層に偏って出土しており、埋土は分けられていないものの、本遺構の使用後、埋没過程の最終
段階で廃棄されたとみられる。土師質土器杯・皿のみ出土し、共伴する遺物は認められなかった。
　杯Bの法量は、口径の平均が12.1cm で、11.2 ～ 12.7cm の幅があり、器高は平均4.1cmで、3.4
～ 4.6cm までみられ、上記 SK234・235と大きな変化はない。杯Bの器形は、体部が直線的また
はやや内湾するものがあり、器壁は平滑にナデられるものが多い。胎土は淡褐色や赤褐色が認め
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図2　ASK3 SK234出土土師質土器杯
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図5　ASK3出土 土師質土器の法量
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られ、SK234より淡い色調を呈し、混和された砂粒も小さく、緻密である。器壁は平滑にナデら
れ、薄くなる傾向で、SK234に多く見られたいびつな器形はほとんどない。同様の形態の杯Bは
SK247・248からも出土している。小型の杯もあり、口径8.7cm、器高3.4cm を平均とする。小皿
は平均口径8.0cm、器高1.8cmであるが、口径7.2 ～ 9.0cm、器高1.4 ～ 2.4cmと分布域が広い。
　以上、代表的な3遺構を取り上げ、杯Bの形態について述べた。法量についても触れたが、平
均値を取ると数値上は差となって現れない。しかし、図5により分布域を確認すると、上記の資
料では SK234に最も口径・器高が大きいものが含まれ、特に器高に違いがある。これらは SK234
に多く含まれる体部が外反気味のものであり、内湾のものとは若干法量に違いがあることがわか
る。また、SK235と SK250では、中間的な法量のものが一定量あり、小皿の口径が大きいという
違いも認められる。これらの違いを杯Bの時期差として捉えられるかは、遺構の切り合いなどか
らは立証できないが、後述するように、同系譜上の杯は、出現以降法量の縮小化を辿ることが指
摘でき、SK234に含まれる、口縁が外反あるいは直線的に開き、粗雑でいびつな一群が先行する
可能性が高い。ただし、これらの遺構は近接して存在し、また同一建物周辺に展開することを踏
まえると関連性があると考えられ、形態変化が僅かである点は、時期差があったとしても比較的
短い期間での廃棄が想定される。

3　その他の遺跡出土資料
　次に、これらの杯Bの前後に位置づけられる基本資料を確認し、共伴する資料も参照しつつ変
遷の見通しを述べたい。
八町1号遺跡2次調査区SK02（図６・今治市教育委員会1995）
　土師質土器杯・皿と和泉型瓦器椀 II−3 ～ III −1期が伴う（橋本2018/ 以下、瓦器椀については
同文献を参照）。杯は概ね口径15.3 ～ 16.4cm、器高3.0 ～ 3.8cmを測り、体部が大きく開く器形で、
口縁部が外反気味のものと若干内湾気味のものが認められる。小皿は口径8.1 ～ 10.2cm にほぼ収
まり、杯・小皿ともに底部の切り離しは回転ヘラ切りと回転糸切りがあり、回転ヘラ切りのもの
は小振りで多段ナデがみられる。
馬越遺跡12区 SK11（図６・今治市教育委員会2001）
　和泉型 III −2期の瓦器椀と土師質土器杯、鎬蓮弁文の青磁碗などが出土した。土師質土器杯は、
口径14.7cmと13.8cm の2点で、八町1号遺跡 SK02より小型である。体部が直線的に開くものと、
やや内湾気味で、体部外面中位にナデによるくぼみが生じているものがある。底部は回転糸切り
である。
馬越遺跡5区 SK26（図６・今治市教育委員会2001）
　土師質土器杯・小皿と瓦質土器杯・釜が共伴している。土師質土器杯は、杯Bに器形が類似し、
より箱形となっており、口径11.4cm、器高3.9cmである。小皿は口径6.9 ～ 7.2cm、器高は1cmで、
小型で低平である。胎土はやや粗く、成形時の段が残る。ASK3出土資料の杯 Bの内面底部は中
央に向かってくぼむのに対し、SK26資料は底部の厚みが一定している。共伴の瓦器杯（報告では
土師質）は、今治平野では和泉型瓦器椀の出土がほぼ見られなくなる13世紀後半以降に出現する
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とみられ、馬越遺跡においても、東播系須恵器鉢 B3a 類（藤本・島田2015）との共伴例がある（5
区 SD−2）。また、瓦質土器釜は、愛媛県内では釜 Bと分類され、今治平野においては13世紀
後半以降に出現する形態とされる（中野2007）。しかし、瓦器杯、瓦質土器釜はともに器形の検討
による分類・編年は行われておらず、詳細な年代的な位置づけは出来ていないないため、共伴す
る資料が13世紀後半以降の土器であるという確認に留める。
馬越遺跡9区 SP20・21（図６・今治市教育委員会2001）
　9区 SP20・21からは同一タイプの土師質土器椀が出土しており、SP20からは瓦器杯、SP21か
らは土師質土器杯が共伴して出土した。土師質土器杯は、箱形で、口径10.5cmと10.2cm、器高3.3cm
と3.6cmである。器形は5区SK26と類似するが、法量はより小さい。共伴の椀は吉備系土師器椀で、
草戸千軒町遺跡では II 期後半、14世紀前葉に位置づけられる（鈴木2006）。

4.　変遷と年代
　これまで述べた各遺構出土の杯の特徴から、杯の時期変遷を述べる。
　八町1号遺跡 SK02と馬越遺跡12区 SK11は瓦器椀の年代に従えば、前者が12世紀中～後半、
後者が13世紀前葉となる。ただし、馬越遺跡12区 SK11では鎬蓮弁文青磁碗が出土しており、出
土状況は不明ながら、若干時期幅をもって理解しておく必要がある。杯の形態は、先に見た杯B
と全く異なっており、系譜が異なるとみられ、これらを、杯Aとする。杯Aと杯 Bは共伴して
おらず、前後関係にある可能性が高い。杯 Bは、畿内産瓦器と共伴する杯Aとは別の系譜とし
て出現し、杯Bが出土する遺構においては、畿内産瓦器を伴う場合もあるが、破片であり、これ
を混入と捉えれば、瓦器が共伴する時期より下る資料と判断され、杯Aが先行し、その後杯 B
が出現すると考えられる。
　また、馬越遺跡5区 SK26、9区 SP20・21では、杯 Bと同一系譜上に位置づけられる箱形の
杯が出土しており、前者の法量が大きく、SK26が SP20・21出土資料より遡ると推定できる。
SP20・21の吉備系土師器椀の年代観に従えば、後者は14世紀前葉と捉えられ、その前段階に
SK26を置くことができる。ASK3の杯 Bは、それより法量が大きく、遡る可能性が高い。馬越
遺跡12区 SK11の下限を13世紀中葉と捉え、馬越遺跡5区 SK26を9区 SP20・21の14世紀前葉よ
り遡る14世紀初頭と考えれば、ASK3の杯 Bは13世紀後半から末ということになる。ASK3の杯
Bの中でも若干の形態差が認められるが、変化は小さく、その時期の範疇で移り変わった可能性
が高い。
　ただし、これらの変遷と年代観は、八町1号遺跡 SK02と馬越遺跡12区 SK11資料が、別系譜
の杯Bと並行しないという点や、杯B内での前後関係について検討の余地を残しており、今後、
資料を増やして検証する必要がある。

おわりに
　本論では、経田遺跡において出土した特徴的な形態の杯 Bについて、変遷と年代を検討した。
今回検討した杯Bを13世紀後半と推定したが、当該期は杯がAから Bへと変化し、畿内産瓦器
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が搬入されなくなる時期であり、土器編年上の画期となる。経田遺跡からは杯B以外の土師質土
器杯も出土しており、本来であれば、経田遺跡全体、あるいは今治平野全体の中世土器編年を行
うべきところを、筆者の努力不足と時間的制約により部分的な検討に留めた。今後、改めて検討
を行い、今治平野の中世土器編年を提示したいと考えている。

参考文献
今治市教育委員会1995『八町1号遺跡−2次調査区−』

今治市教育委員会2001『馬越遺跡発掘調査報告書』

川岡…勉2006a「中世伊予の開発領主と国衙」『中世の地域権力と西国社会』清文堂

川岡…勉2006b「中世の伊予府中と在地諸勢力」『中世の地域権力と西国社会』清文堂

（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2014『経田遺跡』

鈴木康之2006「草戸千軒町遺跡における土師質土器の編年」『中世集落における消費活動の研究』真陽社

中野良一1988「愛媛県における古代末から中世の土器様相」『中近世土器の基礎研究 IV』日本中世土器研究会

中野良一2007「中世伊予国の煮炊具について」『紀要愛媛』第7号、（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

橋本久和2018『概論　瓦器椀研究と中世社会』真陽社

藤本清志・島田豊彰2015「四国の東播系須恵器」『中近世土器の基礎研究26…東播系須恵器　−編年と分布から考

える−』日本中世土器研究会

丸毛のぞみ2008「古代末から中世前半の伊予地域の在地土器について：坏の編年を中心に」『地域・文化の考古学』

下條信行先生退任記念事業会



11

道後町遺跡もう一つの方形区画溝

中野良一

はじめに
　道後町遺跡（寺嶋ほか2002）は、戦国時代に河野氏の本城として有名な湯築城の外掘の西側に隣
接し広がりを見せる遺跡で、平成11年から12年、14年から15年にかけて道路拡幅に伴う発掘調
査が実施された。調査の成果として最も重視されたのは、湯築城の外堀から約200m西側で検出
された方形区画溝（SD3）である。この溝は長さ109.7m、幅8.4m、深さ2.3m を測り、溝の東西端
が北に90度屈曲していることから方形区画溝の可能性が高く、検出されたのは南溝の一辺であ
ることがわかった。溝内からは土師器皿・杯や中国陶磁器、瓦質の風炉などが出土しており15
世紀から16世紀前半まで使用されていたことが明らかである。湯築城の外堀が掘られ二重の土
塁と掘を持つ城に改変されたのが1535年頃とされており、方形区画溝の廃絶時期と合致するこ
とや一町四方と推定できる規模から、河野氏の守護所や方形館（居館）の可能性が考えられ、城外
の方形館から湯築城内へと政務や居住の中心が移り変わったと推測できる重要な発見であった。
　このように湯築城と道後町遺跡は一体として捉えるべきものであるが、道路拡幅という僅かな
面積の調査区域の中にあって、もう一つの方形区画溝と考えられる遺構が検出されている。

1　もう一つの方形区画溝
（1）位置や規模
　道後町遺跡の調査区は調査の便宜上、1区から31区まで細かく分けられているが、5区から11
区で上記方形区画溝が検出されている。もう一つの方形区画溝とは11区と12区で検出された
SD4（図2）である。現況道路部分は調査されていないが、北から延びた溝が12区で西に90度屈曲し、
11区で途切れている。報告書では未調査部分を点線で結び付け両者を一連のものとして捉え、何
らかの区画溝とみている。溝が北へ延びていることから SD3同様に方形区画溝の一部が検出され
たものと考えられる。11区で途切れているが、この箇所は四方の溝によって構成される区画内へ
の出入口とみることができる。
　これと同様の遺構の類例としては、南斎院土居北遺跡（中野ほか2004）の方形区画溝（図4）が挙
げられる。この溝は一辺が50mの半町で、調査によって南辺の全容と東辺の一部（約30m分）及
び南西の屈曲部が検出されており、この屈曲部から11m東で南辺溝の一部が途切れ、約3.6m 幅
の土橋状の出入口が存在する。道後町遺跡 SD4は南東屈曲部から15m西の位置に出入口が設け
られていることになる。出入口の西側に延びているはずの南辺を構成する溝の続きとしては、位
置関係だけでみると、6区から10区の北寄りで連続して検出されている SD5（図1）のラインが大
きくは矛盾しないと考えられる。また規模や深さでは、SD4は検出幅が2.4mから3.5m、深さ0.8m、
SD5が復元長で3.5m前後、深さ0.9mを測り大きな差は無い。しかし、溝の断面形状には差異があり、
SD4では南東屈曲部北側の断面形は開いた「U」字状を呈し、明確な底面をもたないのに対して、
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図5　道後町遺跡IISD19　平断面・出土遺物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三好ほか2005）

図4　南斎院土居北遺跡　方形区画溝
　　　　　　　　　　　　　　（中野ほか2004）

図3　道後町遺跡SD5　断面・出土遺物
　　　　　　　　　　　　　　　（寺嶋ほか2002）

図2　道後町遺跡SD4　平断面・出土遺物（寺嶋ほか2002）
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10区と11区及び7区 SD5の断面形は逆台形状で平坦な底面を有している。この差をもって両者
が別々の機能を有した溝であると単純には断定できない。SD4の西壁断面図は掲載されていない
が、写真図版で見るかぎり SD5の断面形（図3）と同様であり、また類例で挙げた南斎院土居北遺
跡の方形区画溝でも、断面形状に部分による差異が生じているからである。溝が堆積物で埋まっ
たときに浚渫作業を行うことによって、もしくは自然災害（水害）などの影響により形状に必然的
な差異が生じたと考えることは妥当であろう。よって、現時点では SD4と SD5は一連・一体の
溝の可能性があると理解しておきたい。一体化することで検出された溝の長さは90m以上になり、
一町四方の方形区画溝になると考えられる。

（2）溝の時期
　SD4からは僅かに土師器の杯や皿、鍔釜の破片などが出土している。土師器杯は小型で体部は
やや内湾気味に立ち上がり、底部は回転糸切りである。これらの特徴から13世紀前後のものと
捉えられる。鍔釜は口縁部の小破片なので明確ではないが、体部が直線的であることから三脚の
付かないタイプの可能性もあり、13世紀代のものであろう。一方、一連の溝と捉えた SD5は15
世紀後半から16世紀前半の遺物を出土する SD3に切られている。また溝内からは13世紀代の東
播系コネ鉢や15世紀前半の備前焼甕の口縁部などが出土している。このことから出土遺物だけ
でみれば、SD5の上限は定かでないが下限は15世紀前半と捉えられ、SD4・5の廃絶と SD3の掘
削は連動していた可能性も十分考えられる。
　溝の位置関係から検討を加える。SD3の方形区画溝は条里地割ラインと一致（東西・南北ライ
ンとも）している。時代は違うが、道後町遺跡の南には岩崎遺跡が隣接しており、弥生時代～中
世までの複合遺跡であるが、特に古代の溝遺構（SDV201・…SDV401）や、そこから出土する赤色塗
彩土師器や土馬など、官的な施設で使用されていた遺物が注目される。土馬が出土した SDV201
は南北方向の溝で、このラインを道後町遺跡まで延長し、そこから109m西に南北ラインを引く
とそのライン上に SD4がのっている（東西ラインは定かでない）ことがわかる（図1）。SDV201が
当時の条里地割と同一ラインで掘られていることが前提とはなるが、このことから古代と中世の
条里地割は同一ではなく、ある時期に地割が改変されていることを示唆していると考えられる。
それが正しい解釈だとすれば、SD4の上限は古代まで遡る可能性をもっていることになる。事実、
道後町遺跡では特に包含層から7世紀後半から10世紀頃までの遺物が多数出土しており、丁寧な
作りの重弧文軒平瓦や格子叩きの平瓦などもあり、岩崎遺跡を含めた範囲内に寺院や温泉郡井上
郷に関連する古代遺構が存在している可能性が考えられる。

2　その他の溝遺構
　報告書では15区の SD19（図5）や18区 SD21、20区 SD23などが溝遺構とされている。なかでも
SD19は幅5m、深さ1.7m、断面形状は底面が0.3m足らずの開きの大きい「V」字型を呈しており、
規模からみても SD3に次ぐ溝である。出土遺物には土師器杯や青磁碗、鞴の羽口などがあるが、
機能した時期の特定には至らない。位置関係でみれば条里地割の約10m西側で検出されており、
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条里との直接的関連性も見いだせない。SD21と SD23については、南北方向に直線的に検出され
ているが、特に SD23については21区で延長部分が検出されていないことなどからみて、果して
溝として捉えられるのか疑問である。いずれにしても狭小な調査区であり判断は難しい。

おわりに
　道後町遺跡の調査は道路拡幅に伴う狭い範囲で行なわれたにも関わらず、検出された方形区
画溝（SD3）は湯築城が二重の土塁と堀を構える前の河野氏の方形館跡の可能性が高いと判断され
たことや、外堀に隣接する西側には16世紀後半を中心とした遺構や遺物が密に検出されており、
城下町的様相の一端が窺えるのではないかと評価できるなど、貴重な成果も上がっている。全31
区の調査区で、攪乱等によって遺構が全く検出されなかったのは24区と27区だけである。
　SD3の方形区画溝で構成される方形の空間は、15世紀半ば頃から機能したという年代的にも河
野氏の居住した方形館の可能性が強いが、これより古いと考えられる SD4で構成される方形空
間はどのような機能を持ち合わせていたのだろうか。直近の時代背景でみれば、河野通義の子の
犬正丸は1406（応永13）年に湯築城で元服し通久と称し、1409（応永16）年に河野通之から守護職
を譲り受けたとされる。内紛を繰返す河野家や細川氏との関係など、湯築城を取り巻く環境も混
沌とする時代に該当する方形区画溝の存在を認識し得た事は大きいが、何よりも空間の使用実態
はどのような遺構によって検証されていくのか、その意味においても方形空間の内部遺構を知る
ことはさらに重要である。SD3で構成される方形館の内部開発に対して適切な調査指示ができな
かったことを反省し、この地区ならではの土地が持っている歴史の記憶を辿るためにも、今後の
開発に対して確実に調査を実施していくことが重要だといえる。
… （2018年3月31日）

引用・参考文献
寺嶋信三・松本圭太2002『道後町遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

中野良一・沖野新一・柴田圭子1998『湯築城跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

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

中野良一2009『湯築城跡』同成社

宮内慎一1998『岩崎遺跡』（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

三好裕之・寺嶋信三2005『道後町遺跡 II』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター
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〈寄稿〉	 伊予の古代赤色塗彩土師器

松山市教育委員会　山内英樹

1　本稿の目的
　愛媛県における奈良・平安期の遺構を発掘調査すると、「赤色塗彩土師器」なる個体が出土す
ることがある。同時期の代表的な遺物である土師器や須恵器と比べると、その数量は圧倒的に少
ないが、官衙的要素を有する遺構などに出土が多い点で注目される土器でもある。
　赤色塗彩土師器に関する研究としては、鶴間正昭の論考（鶴間1988）に詳しく、全国的な網羅研
究の成果が紹介されているが、四国、とりわけ伊予での出土傾向については、西条市・真導廃寺
の事例にとどまっており不明な点が多い。しかし近年の発掘調査の進展により東予地域、特に今
治・道前平野での出土数が増加したことで、道路遺構や官衙関連施設との関係性について触れら
れる機会が多くなっている（柴田2002・2005）。
　本稿では、愛媛県内における古代赤色塗彩土師器を集成した上で、出土傾向や器種構成、出土
遺跡の性格等について整理し、赤色塗彩土師器の持つ意味について触れることとしたい。

2　県内出土の古代赤色塗彩土師器
（1）出土地域の傾向

　県内における古代の赤色塗彩土師器を集成すると、報告書に掲載されている遺跡数だけで59
遺跡にのぼる1）。遺跡所在地も東・中・南予と全県的な広がりを持つが、出土遺跡が集中するのは、
国府が所在する今治平野を含む東予西部で、特に近年、発掘調査成果が蓄積されている道前平野
で出土数が増加している。また、松山平野では久米官衙遺跡群の所在する久米地域や城北エリア、
平田七反地遺跡（平野北部）や風早地域（府中）での出土が目立つ。南予地方では、西予市・西ノ前
遺跡をはじめとした、宇和盆地の比較的限定された範囲で出土がみられ、それ以南での出土は今
のところ確認出来ない。
（2）器種構成

　破片点数は報告書掲載分に限ると約370点であるが、必ずしも実際の個体点数は反映していな
い。しかし、出土する赤色塗彩土師器はその大半が坏・皿・蓋などの供膳具であり、煮沸具・貯
蔵具の壺・甕はほとんどみられない。また、本来であれば供膳具として高坏がセットになる場合
が多いが、県内では数量が相対的に少ない点で特徴的である。
　ここで注目されるのが「小壺」の存在である。西条市・長網 I 遺跡2次で3点、今治市・阿方
牛ノ江 II 遺跡で1点、松山市・姫原遺跡で1点出土が確認されている。手捏ね品で調整も粗く、
他の器種とは一線を画する。伊予国分寺跡周辺や今治平野中心部（蒼社川右岸など）では出土が見
られないことから、官衙以外での使用を含め、その用途が注目されよう。
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番号 遺跡名 所在地 出土位置 器　種 特記事項 文献
坏 皿 椀 盤 蓋 高坏 壺 甕

1
上分西遺跡…

（乗安地区）

四国中央市…

上分町
SI・SX ○ ○ 1

2 本郷遺跡 新居浜市本郷 包含層 ○ 2

3 喜来遺跡
新居浜市…

大生院
SR・包含層 ○ ○ ○ ヘラミガキ？ 3

4 上小深遺跡
新居浜市…

庄内町
包含層 ○ 4

5 池の内遺跡2次 西条市飯岡 SP・包含層 ○ ○ 5

6 真導廃寺 西条市中野 包含層 ◎ ヘラミガキあり 6

7 大開遺跡 西条市北川
SD・SB・

SP・包含層
○ ○ 7

8 松ノ丁遺跡（1次） 西条市北川 SI・SB ○ ○ 7
9 松ノ丁遺跡（2次） 西条市北川 SB・SX・SP ○ 7
10 松ノ元遺跡 西条市妙口 SD ○ 8

11
大久保1号墳…

（遺跡）
西条市妙口 周溝最上層 ○ 9

12

大久保遺跡…

（大久保・…

竹成地区）

西条市妙口 SK ○
上部に石を置く…

（地鎮行為か）
7

13 幸の木遺跡 西条市周布
SB・SR・…

包含層
◎ ◎ ◎ ○ 暗文あり 10

14 久枝 II 遺跡 西条市周布
SB・SX・…

包含層
○ ◎ ○ ○ 11

15 長網 I 遺跡 西条市実報寺 包含層 ○ 12
16 長網 II 遺跡 西条市実報寺 包含層 ○ ○ 12

17 長網 I 遺跡2次 西条市実報寺
SD・SP・…

包含層
○ ◎ ○ ○ 小壺あり 13

18 永納山城跡 西条市河原津 包含層 ○ 14

19 朝倉下岡遺跡 今治市朝倉下 SK・包含層 ○ ○ ○ ○ ヘラミガキあり 15

20 今若遺跡 今治市朝倉南 SR・包含層 ○ ○ ○

顔料はベンガラ

（分析）…

ヘラミガキあり

16

21 経田遺跡 今治市朝倉下
SB・SK・

SP・包含層
◎ ◎ ○ ○ 17

22 伊予国分寺跡4次 今治市国分 SK・包含層 ◎ ○

暗文・墨書あり…

（内黒にも赤色

塗彩）

18

23 伊予国分尼寺遺跡 今治市郷桜井
SA・SD・…

包含層
○ ○ ○ 19

24 新谷森ノ前遺跡 今治市新谷 包含層 ○ ○ 20

25
新谷森ノ前遺跡…

2次
今治市新谷 SD ○ 21

26 四村額ヶ内遺跡 今治市四村 包含層 ○ ○ 23
27 四村日本遺跡 今治市四村 SX ○ ○ 24

28 八町1号遺跡2次 今治市八町
SK・SP・…

包含層
○ ○ ○ ○ 25

29 中寺馬之烝遺跡 今治市中寺
SD・SK・…

包含層
○ ○ ○ 26

30 別名端谷 I遺跡 今治市別名 包含層 ○ ○ ○ ヘラミガキあり 27

表 1　県内出土・古代赤色塗彩土師器 (1)　※報告書掲載分のみ ※◎は５点以上を示す。
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番号 遺跡名 所在地 出土位置 器　種 特記事項 文献坏 皿 椀 盤 蓋 高坏 壺 甕
31 別名寺谷 I遺跡 今治市別名 包含層 ○ ○ 刻書あり 27
32 高橋仏師 II 遺跡 今治市高橋 包含層 ○ 28

33 高橋板敷 I遺跡 今治市高橋
SD・SP・…

包含層
○ ◎ ○ ○ ヘラミガキあり 29

34 高橋山崎遺跡 今治市高橋
SD・SK・包

含層
○ ○ 30

35 阿方春岡遺跡 今治市阿方 包含層 ○ 31
36 阿方牛ノ江遺跡 今治市阿方 包含層 ○ ○ 31

37
阿方牛ノ江 II…

遺跡
今治市阿方

SR・SX・

SP・包含層
○ ◎ ○ ○ ○ 小壺あり 32

38
阿方牛ノ江 IV…

遺跡
今治市阿方 SP・包含層 ○ ◎ ○ ○ 32

39
石井国友遺跡…

3次
今治市石井 SP ○ 33

40 大相院遺跡10区 松山市善応寺
SK・SX・…

包含層
○ ○ ○ ○ ヘラミガキあり 34

41 別府遺跡1区 松山市常保免 SK・SR ○ ○ 34

42 平田七反地 松山市平田町 SD・包含層 ◎ ○ ○ ○ ○ ヘラミガキあり 35

43
善応寺大庭北…

遺跡
松山市善応寺 包含層 ○ 36

44 大畑遺跡
松山市…

下伊台町
包含層 ○ 37

45 姫原遺跡 松山市姫原 SD ○ 38
46 姫原遺跡2次 松山市姫原 包含層 ○ 39

47
松山大学構内…

6次
松山市文京町 包含層 ○ ○ 40

48 文京遺跡25次 松山市文京町 SR・包含層 ◎ ◎ ◎ ○ ○ 奈良二彩あり 41
49 岩崎遺跡 松山市岩崎町 SD ◎ ○ ○ 42
50 番町遺跡 松山市一番町 包含層 ◎ ○ 43

51
樽味四反地遺跡…

5次
松山市樽味 SR ○

同遺構に奈良

三彩
44

52 樽味遺跡7次 松山市樽味 包含層 ○ 45
53 朝美澤廃寺 松山市朝美 SP ○ 46

54 北斎院遺跡
松山市…

北斎院町
包含層 ◎ ○ ○ 暗文あり

47・

48
55 来住廃寺22次 松山市来住町 SK ○ 49

56
久米高畑遺跡…

42次

松山市…

南久米町
SD ○ ○

暗文・ヘラミガ

キあり

49・

50

57
南久米片廻り…

遺跡

松山市…

南久米町
SR ○ 51

58
道面・大神田…

遺跡
西予市宇和町 SD ○ 52

59 西ノ前遺跡 西予市西ノ前 SR・包含層 ○ ○
暗文・ヘラミガ

キあり

53・

54

※◎は５点以上を示す。表 2　県内出土・古代赤色塗彩土師器 (2)　※報告書掲載分のみ
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写真1　県内出土の古代赤色塗彩土師器(1)

１.大久保遺跡
(大久保・竹成地区)

２.久枝Ⅱ遺跡

３.幸の木遺跡

４.長網Ⅰ遺跡

５.伊予国分尼寺遺跡

６.伊予国分寺跡４次

１

２

３

４

５

６
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写真2　県内出土の古代赤色塗彩土師器(2)

１～２.伊予国分寺跡４次

３.八町１号遺跡２次

４.阿方牛ノ江Ⅱ遺跡

５.朝美澤廃寺

６.別府遺跡

７.長網Ⅰ遺跡２次

１ ２
３

５

６

７

４
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（3）胎土・色調

　赤色塗彩土師器に施される赤色顔料については、今治市・今若遺跡の顔料分析の結果によると
「ベンガラ」という報告がなされている（奥山2016）。しかし、色調は遺跡間で必ずしも同じでは
なく、顔料の代わりに化粧土が使用された可能性も考えられる。
　また、土器の素地を肉眼観察すると、①灰白色を呈する精良な胎土、②橙色（褐色系）を呈する
胎土、の二つに大別できる。このうち①は赤色顔料を塗布することにより、素地とは大きく異な
る色調に変化させる効果があり、「非日常的」な器へと変化させる点で意味を持つ。さらに、後
述する遺跡の性格や場面ごとの使い分けなど、製作地・流通の問題とあわせて興味深い。
（4）器面調整

　器面（特に内面）には、畿内産土師器に倣って丁寧なヘラミガキまたは暗文を施す個体が確認で
きる。しかし、全体に占める数量は極めて少なく、あくまでミガキ・暗文は畿内産（系）土師器で
主体的に用いられ、赤色塗彩土師器はその模倣として副次的に施されたものと考える。
　ただし、暗文・ヘラミガキの顕著な個体は寺院（真導廃寺・伊予国分寺跡4次）や官人の居住地
や官衙関連施設などで見つかることが多いため、注意を要する。
（5）年代的位置づけ

　個体の全体形状や須恵器との共伴関係が不明瞭なため、現状で赤色塗彩土師器単独での編年は
構築できないが、須恵器編年でも指標となる坏底部の高台の有無（坏A・B）や器種ごとの型式変化、
さらに土師器や搬入品等の組合せを勘案すると、出現時期は概ね8世紀初頭から9世紀前半まで
の時間幅を与えることができよう。ただし、自然流路や包含層中には7世紀代に遡る可能性のあ
る資料も含まれるため、今後も引き続き検証が必要であろう。
　また、出土量は8世紀中葉～後半にかけてピークを迎え、9世紀前半には数量が激減し、黒色
土器や施釉陶器が登場する9世紀後半以降は姿を消す傾向が窺える。

3　「赤色塗彩土師器」出土遺跡・遺構の性格
（1）出土遺跡の傾向

　県内で出土する遺跡を概観すると、同時期の集落や官衙・寺院等がそのほとんどであり、永納
山城跡のような古代山城エリアでの出土も僅かながら見られる。また現状では須恵器窯や瓦窯な
どの生産遺跡からの出土はないが、日高丘陵谷部での鍛冶関連施設では出土が認められる。
　このように、主に一般的な集落とは異なる性格（上級役人など）の施設・居館で出土し、共伴遺
物には識字階層を示す硯や墨書（刻書）土器のほか、畿内産土師器や施釉陶器（緑釉・灰釉）などの
搬入品、さらには瓦などが含まれる場合が多く、上記の性格を補強している。
（2）出土遺構

　出土遺構として最も多いのは自然流路（SR）や包含層であるが、中には竪穴建物（SI）や掘立柱建
物（SB）のほか、伊予国分寺跡4次・SK33のように廃棄土坑の例（図1）や、大久保遺跡（大久保・
竹成地区）・SK−05・06のように上を向けた上に石を乗せるような祭祀的行為（地鎮か）にも用
いられる場合（図2）があり、必ずしも供膳形態での使用に限らない点も注意を要する。
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図1　赤色塗彩土師器・出土状況(1)

★…赤色塗彩土師器

長網Ⅰ遺跡2次・SD27

伊予国分寺跡4次・SK33

※中野ほか2005より

※藤村2001より



24

図2　赤色塗彩土師器・出土状況(2)

大久保遺跡(大久保・竹成地区)
2B区 SK-05・06

SK-05

SK-06

※柴田2002より作成
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4　官衙関連施設と「赤色塗彩土師器」
　このように伊予の古代赤色塗彩土師器を検討していくと、出土傾向として一般集落とは異なる
居館・寺院などの「官的な」施設及び周辺での出土が目立つことが改めて確認できた。しかし、
この赤色塗彩土師器が当時の都及び他地域から搬入されたとは考えづらく、胎土の表面観察から
も先述した「①灰白色の精良な胎土の個体」に特徴を見出せるが、その実態は不明である。そこで、
赤色塗彩土師器と「官的な」施設との関係性について、官道である古代南海道との関係性に触れ
ながら少し検討を進めてみたい。
（1）古代「南海道」駅路との関係

　伊予の各地で出土する赤色塗彩土師器は、道前平野（周敷郡・桑村郡）や今治市域（越智郡）での
出土が圧倒的に多い。この傾向と分布的に一致するのが、古代官道である「南海道」駅路の存在
であり、周辺施設の配置と大きく関係するものと考える。
　「南海道」駅路は当時、今治中心部を走り海周りに風早郡、そして松山平野北部の和気郡を経
由し南下する周行ルートを辿っていたが、延暦年間（8世紀末頃）には越智駅を終点とし、松山平
野への海周り官道は廃路へ向かうことが分かっている（金田1996）。
　この変遷と道前平野・今治平野・松山平野での同時期の遺跡展開と赤色塗彩土師器の出土状況
を照らし合わせると、各平野での事情が少なからず反映されていることが判る。ここでは7世紀
後半～ 9世紀までを対象に、各平野の遺構展開とあわせて概観したい。
①7世紀後半

　今治平野では、主に平野を囲む丘陵斜面部や谷部で7世紀代の遺構・遺物が確認されることが
多いが、平地部では集落がほとんど確認されていない。一方、道前平野北部の永納山城跡や、松
山平野東部の久米官衙遺跡群では、古代山城や初期官衙遺跡の様相が7世紀代より明らかとなっ
ており、「南海道」敷設と連動するような「官的な遺構」が展開する。一方、同時期の確実な赤
色塗彩土師器は不明だが、ヘラミガキや暗文などを施す畿内産（系）土師器は散見される。
②8世紀前半～後半

　いずれの平野にも平地部で掘立柱建物をはじめとした遺構や遺物が多くなり、「南海道」周辺
では駅家をはじめ官衙関連施設が広く展開する時期と考えられる。また、赤色塗彩土師器の出土
量からみると、道前平野と今治平野が数量的に他を圧倒しており、松山平野では相対的に少ない。
③8世紀末～ 9世紀前半

　南海道周行ルートの一部廃止と連動するように、赤色塗彩土師器の松山平野での出土が希薄に
なる。一方、今治平野（越智郡）では国分寺周辺に加え、北部の日高丘陵に展開する一連の鉄関連
遺跡（官的施設）などで赤色塗彩土師器の使用が継続される可能性が高い。
④9世紀後半以降

　今治平野では、国分寺周辺や蒼社川右岸をはじめ、（内面）黒色土器や施釉陶器（緑釉・灰釉）に
混じり、赤色塗彩土師器が僅かながら残る可能性もあるが、基本的には黒色土器や施釉陶器の出
現またはその前後に消滅すると考えられる。



26

・海上交通を媒介とした物流・交流あり。
・赤色塗彩土師器の出土は殆どなし。
（海上での赤色塗彩土師器の動きなし）

・７世紀代より谷部に集落の展開あり。
・８世紀の赤色塗彩土師器の出土が多い。
（施釉陶器の出土量も多い（９世紀末～））

・７世紀代より谷部に集落の展開あり。
・８世紀の赤色塗彩土師器の出土が多い。

　（古代寺院・官人の存在）

・７世紀代より谷部に集落の展開あり。
・製鉄炉および鍛冶炉が集中するエリア。
・幅広い時期で赤色塗彩土師器が出土。

（上級官人との関連性）

・８世紀以降に遺構・遺物が集中。
・赤色塗彩土師器が集中するエリア

（施釉陶器の出土も顕著）
・遺構の継続時期が長い。

・古代窯業生産が盛ん(瓦など)
・生産遺跡での赤色塗彩はなし。

・国分寺をはじめ寺社・関連施設が集中。
・赤色塗彩土師器の出土が多い。

（灯明皿など使用方法も特徴的）
・黒色土器や墨書土器・瓦が特に多い。

古代南海道（延暦年間以前・推定）

図3　今治平野における赤色塗彩土師器の様相(愛媛県埋文2017bを一部改変)
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（2）官衙関連施設の存在

　上記のような赤色塗彩土師器の出現頻度と「南海道」が関係する官衙関連施設の存在から、8
世紀以降、国衙が展開する今治平野の卓越性と、南海道周行ルート廃止に伴う松山平野の流通経
路の変容を見て取ることができる。つまり、南海道敷設に伴う「官衙関連施設」が、路線廃止に
より機能継続もしくは断絶かで、各平野の集落展開に大きく影響することを表している。また、
この変化を捉えるのに赤色塗彩土師器の消長は一定の関連性を持つものと考える。

5　赤色塗彩土師器の持つ意味
　伊予の古代赤色塗彩土師器について、個体の特徴や出土遺跡・遺構、時間的な出土傾向など、
いくつかの視点で眺めてきた。最後に、赤色塗彩土師器が持つ意味について再評価する。
（1）赤色塗彩土師器の生産と流通

　県内における赤色塗彩土師器の出土状況から考えて、その使用は一般集落ではなく、特定の上
位階層の使用品とするのが一般的である。しかし、近畿地方（平城京）での生産が想定されていな
い現状では、在地生産を想定せざるを得ない。今治平野北部の来島海峡エリアでは、糸大谷遺跡
をはじめ施釉陶器の出土が顕著で、海上交通を媒介とした搬入品の玄関口として機能していたと
想定されるが、赤色塗彩土師器の出土は認められない。これは、時期的問題とあわせ、赤色塗彩
土師器が海路を媒介とした遠隔地からの搬入品ではないことを示している証左であろう。
　ここで、いま一度胎土に特徴的な「①精良な灰白色胎土」の個体に注目してみたい。同個体は
遺跡内で一定の数量があり、平野間を跨いでの出土例も認められる。平城京での土師器（供膳具）
が、使用当初は赤褐色を呈していたという観察結果（金田2002）から、伊予での赤色塗彩土師器（供
膳具）は、宮都の土器の色彩を模倣する形で、灰白色の器を敢えて「赤彩化」し、官人層や僧侶
に関する施設、つまり官衙関連施設・寺院などに「南海道」駅路を媒介として流通するといった
体制があった可能性を提示しておきたい。
（2）赤色塗彩土師器の用途

　出土遺構に溝や自然流路の事例が多く、廃棄に伴う状況でしか判断できない場合が大半である
が、遺跡単位での出土傾向として、供膳形態の器種に限定される場合が多いことから、本来は儀
礼に伴う飲食等に使用され、一般の土師器や須恵器との使い分けがなされていたものと想定され
る。また、伊予国分寺跡4次での灯明皿としての使用や、大久保遺跡（大久保・竹成地区）の地鎮
行為に伴う出土など、特定階層（僧侶・役人など）による限定的な使用も注目される。さらに、「手
捏ね小壺」の存在は、使用痕もないことから儀礼的な使用が想定される。
（3）他の製品との共伴関係

　赤色塗彩土師器が出現する7世紀末～ 9世紀代には、上位階層の存在を窺わせる共伴遺物が出
土することがある。詳細は近年の企画展示資料（愛媛県埋文2017a）に詳しいが、施釉陶器（緑釉・
灰釉）・越州窯系青磁・墨書土器・硯・瓦など多岐にわたる。赤色塗彩土師器の出土遺跡では、
①7～ 8世紀段階では墨書土器・硯・瓦、②9世紀段階では施釉陶器の出土がセットで認められ
ることが多く、赤色塗彩土師器も同様に特定階層の存在を示す資料として十分評価できよう。
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6　おわりに
　以上、伊予における古代赤色塗彩土師器を素材に、「伊予の古代」を考える試みを進めてみた。
近年、越智郡に所在するとされる「伊予国府」の所在地をめぐり、様々な論考や議論が進められ
ており、今治市教育委員会と（公財）愛媛県埋蔵文化財センターによる共同企画展『伊予国府を考
える』でも詳しく紹介されている（愛媛県埋文2017b）。
　赤色塗彩土師器は、「伊予の古代」を復元する僅か一部分に過ぎないが、伊予の古代土器編年
が不明瞭な現状2）では、鍵となる遺物として詳細な分析・検討は有効と考える。今後も地道な調
査成果を積み重ねながら、引き続き「伊予の古代」解明に光を当てていきたい。

（付記）
　本稿をなすにあたり、（公財）愛媛県埋蔵文化財センターの前園實知雄氏をはじめ、下記の皆様
に掲載へのご理解ならびに資料提供・ご教示を賜りました。心から感謝申し上げます。
　中野良一・真鍋昭文・冨田尚夫・西村直人・新原佑典・梅木謙一・宮内慎一・吉岡和哉（順不同）

　最後になりましたが、本稿を故櫛部大作さんの霊前に捧げたいと思います。合掌。
… （平成30年1月31日）

註
1）実際に報告書では図面掲載されていないが、細片ながら出土情報がある遺跡があるほか、現在報告書作成中・

未刊行の遺跡もあることから、その実際数はさらに増加すると思われる。

2）今治市・経田遺跡の報告書で中野良一氏も触れているように、県内の古代須恵器編年は確立されておらず、良

好な一括資料にも恵まれていないのが現状である（中野2014）。

参考文献
（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2017a『伊予の古代−未知なる伊予国府の探求に向けて−』（公財）愛媛県埋蔵文

化財センター・愛媛県生涯学習センター合同企画展の記録

（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2017b『伊予国府を考える−今治平野の古代遺跡、その分析と国府発見への試
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金田明大2002「平城京の食器の色−赤彩暗文土師器出現についての予察−」『環瀬戸内海の考古学−平井勝氏追
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24… 谷若倫郎1998『四村日本遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター
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26… 廣田秀久1996『中寺馬之烝遺跡発掘調査報告書』今治市教育委員会

27… 池尻伸吾2007『別名端谷 I遺跡・別名端谷 II 遺跡・別名成ルノ谷遺跡・別名寺谷 I遺跡・別名寺谷 II 遺跡』（財）
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28… 池尻伸吾2006『高橋仏師 II 遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

29… 櫛部大作2008『高橋板敷 I・II 遺跡』今治市教育委員会
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31… 小黒裕二ほか2000『阿方春岡遺跡・阿方牛ノ江遺跡・矢田八反坪遺跡・矢田大出口遺跡・矢田平山近世墓・

矢田平山古墳・矢田平山遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

32… 山内英樹2006『高地スゴ谷 I遺跡・高地栗谷4号墳・阿方牛ノ江 I遺跡・阿方牛ノ江 II 遺跡・阿方牛ノ江 III 遺跡・
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阿方牛ノ江 IV遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

33… 櫛部大作1999『石井国友遺跡−第1～第4次調査−』今治市教育委員会

34… 三好裕之2004『善応寺畦地遺跡・大相院遺跡・別府遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

35… 西川真美2000『道ヶ谷古墳・池の奥遺跡・平田七反地遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

36… 山之内志郎2009『善応寺大庭北遺跡』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

37… 真鍋昭文2005『大畑遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

38… 相原浩二1998『和気・堀江の遺跡 II』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

39… 宮内慎一2017『姫原遺跡2次調査』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

40… 山之内志郎2007『松山大学構内遺跡 IV』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

41… 吉田…広2009『文京遺跡VI −文京遺跡25次調査−』愛媛大学埋蔵文化財調査室

42… 宮内慎一1998『岩崎遺跡』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

43… 栗田茂敏2006『番町遺跡』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

44… 高尾和長2002『樽味四反地遺跡−5次調査−』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財

センター

45… 田崎博之2013『樽味遺跡V−樽味遺跡6～ 8次調査報告−』愛媛大学埋蔵文化財調査室

46… 岡田敏彦1996『一般国道196号松山環状線埋蔵文化財発掘調査報告書 III』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

47… 梅木謙一2005『宮前川流域の遺跡』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

48… 梅木謙一2005『宮前川流域の遺跡 II』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

49… 橋本雄一2006『史跡久米官衙遺跡群』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

50… 橋本雄一2011『史跡久米官衙遺跡群・調査報告書5』松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵

文化財センター
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編集後記

　研究紀要『紀要愛媛』第14号が完成いたしました。
　柴田は今治平野における土師質土器杯を検証し、当地で系譜が求められない杯Bの形態的特徴
を見出し、その時間的位置づけも検討しました。この分析は今治市経田遺跡の調査が発端であり、
その成果を地域史研究に活かしたものと評価できます。
　中野は先行調査で検出された道後町遺跡における各種の溝について、その再検討を行っていま
す。特にこれまで注視されていなかった方形区画溝を見出し、この遺構が道後湯築城の成立をめ
ぐる事象に関連したことも示唆しています。河野氏と道後湯築城の諸研究には、さらなる展開が
期待されます。
　今回、松山市教育委員会の山内英樹さんより、古代の赤色塗彩土師器に関する研究報告を寄せ
ていただきました。山内さんは県内における集成を行い、遺物の形態、出土傾向などを踏まえた
各地での展開を考えました。南海道による流通や特定階層の存在を積極的に評価しており、今後
の調査研究が期待されます。
　本号に掲載した3編は、過去の調査を遡上とした具体的な研究メモです。国内各所で日常的に
繰り返される発掘調査に伴い、その成果報告書は膨大に積み上げられていますが、提示された研
究試案は今後の調査研究に弾みをつけるものとなるでしょう。
… （多田）
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