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序　　文

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターは、昭和52年の設立以来愛媛県内における
埋蔵文化財に関する調査研究及び埋蔵文化財の保護思想の涵養と普及に取り組んでま
いりました。このたび平成13年度に、当センターが実施した事業概要を取りまとめた
平成13年度年報「愛比売」を刊行することとなりました。
この第4集においては、前漢鏡片や多量の古式土師器などの遺物が出土した「大相院

遺跡」をはじめとした16件の発掘調査事業、古墳時代初頭の纒向型前方後円墳を検出
した「大久保遺跡･大久保1号墳」などの整理・報告書作成事業ならびに発掘調査に伴
う現地説明会や「青銅鏡つくり」をテーマとした体験学習用資料としても活用できる
『まいぶんえひめ』28号の刊行などの普及事業の概要をまとめております。本書が地域
における歴史や考古学研究の資料としてご活用いただければ幸いに存じます。
最後になりましたが、各事業の実施にあたり、ご指導、ご協力いただきました関係

諸機関ならびに関係者のみなさまに厚くお礼を申しあげます。

平成14年12月
財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター
理事長　　　　　吉　野　内　　直　光
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例　　言

１　本年報は財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが平成13（2001）年度に実施した業務の記録で
ある。

２　概要の記載は発掘調査を実施した遺跡単位とし、東予・中予・南予の順に掲載した。
３　遺跡位置図は国土地理院発行25,000分の１地形図を使用した。
４　各遺跡の調査期間は現場作業開始から終了までとした。
５　各事業・各遺跡の概要の執筆者名は文末に記している。
６　概要中の図の略号は次の通りである。

SA：柵列　SB：掘立柱建物跡　SD：溝　SE：井戸　SI：竪穴住居跡　SK：土坑　　
SP：柱穴・小穴・ピット　SR：自然流路　ST：土坑（壙）墓　SU：集石遺構　SX：不明遺構

７　本年報の編集は柴田昌児が行い、立花　卓、中川かおり、河野しのぶがこれを補佐した。
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Ⅰ　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターの概要

１　設立趣意書
文化遺産は、県民が長い歴史の中においてはぐくみ育ててきた貴重な財産であり、この貴重な財

産を将来にわたって長く保存し、後世に伝えることは、歴史と風土に根ざした豊かな社会を維持発
展させるうえにきわめて重要である。
特に、埋蔵文化財の保護は、我が県土開発発展の中で、今日ますます大きな問題になっている。
当法人は、埋蔵文化財の調査研究を行うとともに埋蔵文化財の保護思想の涵養と普及を図り、地

域文化の振興に寄与することを目的として設立するものである。

２　沿革
昭和 52（1977）年 ５月　24日　　発起人会議開催される。

５月　31日　　愛媛県教育委員会へ設立許可申請書を提出する。
６月　９日　　愛媛県教育委員会から設立許可される。

事務局を松山市堀ノ内官有地（愛媛県立歴史民俗資料館内）
に置く。

６月　20日　　松山地方法務局へ設立登記申請する。
８月　８日　　第１回理事会を開催する。
12月　８日　　第１回評議員会を開催する。

昭和 53（1978）年　１月　１日　　調査員２名を採用する。
４月　１日　　伊予郡砥部町へ整理事務所を借地により開設する。

昭和 55（1980）年　４月　１日　　県から教員が調査員として派遣される。
７月　18日　　事務局を愛媛県庁第２別館へ移転する。

昭和 57（1982）年　８月　１日　　徽章を制定する。
平成 元（1989）年　４月　１日　　県から担当主任が派遣される。
平成 ２（1990）年　４月　１日　　事務局を県庁第１別館へ移転する。
平成 ３（1991）年　４月　１日　　温泉郡重信町へ整理事務所を移転する。
平成 ８（1996）年　３月　11日　　衣山整理事務所を開設する。
平成 ９（1997）年　４月　１日　　組織改正により２課３係を新設し、総務課長、調査課長、調

査第一係長、調査第二係長、調査第三係長を置き、県から派
遣２名が増員される。

平成 12（2000）年　３月　31日　　衣山整理事務所を閉鎖し、重信整理事務所に統合する。
事務局を県庁第２別館に移動する。

３　事務所所在地
本　　　　　部 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2愛媛県庁第１別館11階（平成14年4月現在）

重信整理事務所 愛媛県温泉郡重信町田窪字井口36番8号
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４　役員名簿
平成13（2001）年度

５　平成13（2001）年度組織及び職員

参事（兼常務理事） 天野全二
総務課 総務課長　　　　　　白方清教

専門員　　　　　　　松本　博
主　事　　　　　　　相原正明
臨時補助員　　　　　武市栄子（平成13年12月退職） 河野有美

児玉典子　森加代子　村井奈津代
調査課 調査課長　　　　　　小林一郎
調査第一係 調査第一係長　　　　岡田敏彦

主任調査員　　　　　柴田昌児
調査員　　　　　　　三好裕之　吉金由彦　宮崎雅延　安部光洋　

高橋康文　伊賀上淳　稲葉靖司　中野　亮
嘱託員　　　　　　　平岡孝司　松本美香　中川かおり

河野しのぶ　今泉ゆかり　
臨時調査員　　　　　高橋敬則　松本敬彰　高見徳子　大庭美鈴　

調査第二係 調査第二係長　　　　中野良一
主任調査員　　　　　西川真美
調査員　　　　　　　多田　仁　山内英樹　飯野誠司　三好博親　

山下隆一　山下太志　竹口加枝美　中島弘二
嘱託員　　　　　　　柴田圭子　北山育美　岡美奈子　兵藤千晶
臨時調査員　　　　　松田　都　山中菊乃　阪井　淳　池尻伸吾　

調査第三係 調査第三係長　　　　土居元海
主任調査員　　　　　真鍋昭文
調査員　　　　　　　土井光一郎　木谷裕史
嘱託員　　　　　　　寺嶋信三　楠真依子
臨時調査員　　　　　松本圭太　片上和美　

理 事 長 吉野内　直　光 県教育委員会教育長 
常 務 理 事 天　野　全　二 (財)県埋蔵文化財調査センター参事 

仙　波　令　巳 県文化財保護審議会委員 
森　　　光　晴 県文化財保護審議会委員 
丸　山　勇　三 県町村会会長 
相　原　博　昭 県教育委員会事務局文化スポーツ部長 
松　岡　義　勝 県教育委員会事務局指導部長 
中　矢　陽　三 松山市教育委員会教育長 
山　野　芳　幸 県同和教育研究協議会事務局長 
岡　　　省　吾 県町村教育長会会長 
田　所　清　二 県町村会事務局長 
藤　岡　　　澄 県教育委員会事務局教育総務課長 
森　　　孝　謙 県教育委員会文化財保護課長 

評 議 員 

役 
　 
　 
　 
　 
　 
員 

理 事 

監 事 
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６　年度事業一覧
（１）委託事業（寄附行為第４条第１号）

平成13（2001）年度埋蔵文化財調査事業一覧

平成13（2001）年度埋蔵文化財調査（発掘調査）一覧

（２）普及・啓発事業（寄附行為第４条第２号）
特別展
愛媛県立歴史民俗資料館と共催し、次の事業を同資料館で実施した。
「松山北条バイパス七反地遺跡出土資料展」〔平成13年8月25日～10月7日〕
「今治バイパス関連遺跡出土資料展」〔平成13年11月4日～12月16日〕

現地説明会
発掘調査を実施した遺跡で遺構・遺物などを一般に公開する現地説明会を平成13年度は下記の3
遺跡で開催した。

国 土 交 通 省 松山管内 14,860
   （12,100） 19,400 171,780,000 （ ）は試掘 調査 

対象面積 

今 治 市 今治新都市 251,000 0 15,330,000 試掘調査対象面積 
地 域 振 興 整 備 公 団 今治（新都市） 12,630 0 17,430,000
道 路 公 団 四国縦貫自動車道 0 33,370 44,000,000
四 国 財 務 局 四国財務局樋又住宅 469 13,440,000
愛 媛 県 湯山高縄北条線・外21件 52,737 30,695 461,231,899 　 
合 計 331,696 83,465 723,211,899

委 託 者 
発　掘 
面　積　　（m2） 備　　考 事　業　名　称 

整　理 
金額　（円） 

繰り越し 

整理は繰り越し 

No. 調 査 係 所  属  時  期 

1 土居山遺跡 川之江市妻鳥町字麓 新製紙試験場建設 調査第一係 弥生時代後期～ 古墳時代後期 
2 星原市遺跡 新居浜市星原町 国道11号線新居浜バイパス建設 調査第一係 中世 

3 願連寺遺跡 
B調査区 周桑郡丹原町願連寺 県道壬生川丹原線整備 調査第二係 中世 

4 長綱Ⅰ・Ⅱ遺跡 東予市実報寺 県道東予玉川線整備 調査第二係 縄文時代後期～中世 
5 高志田遺跡 東予市実報寺 県道東予玉川線整備 調査第二係 縄文時代後期～中世 

6 永地遺跡 越智郡吉海町 
名1766‐1他 国道317号線大島道路建設 調査第一係 縄文時代後期～中世 

7 名駒14号墳 越智郡吉海町名駒 県道名駒友浦線道路改良 調査第三係 古墳時代 

8 浅川矢田遺跡 
（浅川改修地区） 今治市矢田 浅川河川改修 調査第三係 弥生時代～中世 

9 杣田遺跡３次調査 今治市杣田 県道今治波方港線道路改良 調査第三係 弥生時代終末～中世 

10 中尾山遺跡1次調査 北条市上難波字 
中尾山 

県道粟井浅海線道路改良 調査第一係 弥生時代中期末～古代  

11 中尾山遺跡2次遺跡 北条市上難波字　　　中尾山 県道粟井浅海線道路改良 調査第一係 弥生時代中期末～ 古墳時代 
12 別府遺跡 北条市別府 県道湯山高縄北条線道路改良 調査第一係 古代～中世 
13 大相院遺跡 北条市善応寺 県道湯山高縄北条線道路改良 調査第一係 弥生時代前期末～中世 

14 道後今市遺跡 13次調査 
松山市道後北代 
1294番地 四国財務局樋又住宅建設 調査第三係 縄文時代後期～中世 

15 南斎院土居北遺跡 2次調査 松山市南斎院町 宮前川河川改修 調査第二係 中世 

16 南江戸鬮目遺跡 2次調査 松山市南江戸 宮前川河川改修 調査第二係 中世 

遺    跡    名 所    在    地 調  査  原  因 
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「発掘体験」学習の受け入れ
主催団体・実施日・場所
今治市立西中学校　　平成13年9月26日　今治市矢田『浅川矢田遺跡』
今治市立乃万小学校　平成13年10月2日　今治市矢田『浅川矢田遺跡』

「発掘調査現場」見学の受け入れ
主催団体・実施日・場所
北条市立難波小学校　平成13年 7月12日　北条市上難波『中尾山遺跡1次調査』
東予市立河北中学校　平成13年10月10日　東予市実報寺『実報寺高志田遺跡』

遺　　跡　　名 実　　　施　　　日 場　　　　所 参加人数（人） 
南 斎 院 土 居 北 遺 跡 平成　13（2001）年   6月23日 松山市南斎院町 230
大 相 院 ・ 別 府 遺 跡 平成　14（2002）年   2月16日 北条市善応寺～別府 420
南 江 戸 鬮 目 遺 跡 平成　14（2002）年   3月 2日 松山市南江戸 460

中尾山遺跡1次調査の見学に訪れた北条市立難波小学校児童

多くの見学者が訪れた鬮目遺跡の現地説明会



Ⅱ 事 業 報 告
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１　事業の概要報告

調査第一係事業概要
調査第一係の平成13年度事業は、前年度からの継続事業となる国土交通省事業の「松山管内埋蔵

文化財調査」に加え、愛媛県事業の「新製紙試験場（仮称）建設に伴う埋蔵文化財調査」「湯山高
縄北条線埋蔵文化財調査」「粟井浅海線埋蔵文化財調査」「松山北条線埋蔵文化財調査」の5事業で
あった。
「松山管内埋蔵文化財調査」は国土交通省松山工事事務所管内の川之江三島バイパス・新居浜バ

イパス・小松バイパス・今治小松道路・大島道路・松山インター関連・三坂道路の7路線において
発掘調査・試掘調査・整理作業を実施したものである。
［発掘調査］
新居浜市星原市遺跡では、遺跡名にもなっている「星原市」における中世土器群流通を考えるう
えでの好資料が出土している。越智郡吉海町永地遺跡では、縄文時代後期・弥生時代中期から後
期・中世の3時期の遺構面を調査した。川之江市土居山遺跡では、小丘陵上の竪穴住居跡1棟（焼失
住居、弥生時代後期後半）、五輪塔片や箱式石棺用材と思われる緑色片岩の板石が使用された石塚
の調査を行った。北条市大相院遺跡では、14世紀代の墳墓から青磁椀・風字硯・短刀が出土し、風
字硯底面には線刻による人物像も見ることができる。弥生時代・古墳時代の遺構面でも多くの遺
構・遺物を検出し、大量の土器群とともに重圏文系小型前漢鏡片が出土した。さらに古墳時代後期
の横穴式石室の調査も実施した。北条市別府遺跡では、古代の赤色塗彩土師器や鞴の羽口・瓦が出
土、中世の井戸からは笹塔婆が出土し、2月に現地説明会を実施した。北条市中尾山遺跡2次調査は
2時期（弥生時代中期と古墳時代中期）に墓域として使用され、それぞれの時期の土坑墓とともに
弥生時代中期段階の高杯・壺・甕が段状遺構から出土した。中尾山遺跡2次調査から西に丘陵を下
った地点に所在する中尾山遺跡1次調査は集落跡で弥生時代後期の住居跡4棟を含む遺構群を検出し
ている。
［試掘調査］

三坂道路の伊予郡砥部町大平地区では、表面採取時に砥部焼の破片が若干見られたが、いずれも
幕末以降のものであり、試掘調査地区における窯操業の伝承もないことなどから遺物散布地と認定
できるものではなかった。地芳道路の上浮穴郡柳谷村地芳地区では、2次堆積の火山灰層を確認し
たが遺構・遺物は確認していない。川之江三島バイパスの川之江市上分地区では、縄文時代後期お
よび古墳時代後期から奈良時代にかけての2層の遺物包含層を確認した。
［整理作業］
新居浜バイパス・大島道路では報告書刊行に向け、遺物の洗浄・注記・復元・実測作業、遺物・

図面・写真の各台帳作成を実施した。小松バイパスでは遺物の復元・実測・観察表作成と掘立柱建
物の規模・棟方向・柱間距離などの検討を実施した。今治小松道路では弥生土器・木器の実測作業
や図版作成とともに被熱変形土器について被熱温度分析を実施した。松山インター関連では引き続
き遺物実測に重点を置き、各住居跡出土遺物の出土位置・接合状況などについて検討を加えた。
また「大久保遺跡・大久保１号墳－松山管内埋蔵文化財調査－」「土居山遺跡－新製紙試験場

（仮称）埋蔵文化財調査－」「祝谷西山遺跡－主要地方道松山北条線埋蔵文化財調査－」の報告書を
刊行した。 （調査第一係長　岡田敏彦）

調査第二係事業概要

調査第二係担当事業としては、愛媛県の委託を受けた7件の発掘調査と、日本道路公団四国支社
の委託を受けた5件の整理作業であった。
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[発掘調査]
平成11年度から継続されている東予市方面の県道関連調査は、｢長網Ⅱ遺跡｣と｢実報寺高志田遺

跡｣において成果をあげた。試掘調査の段階では古墳時代後期の竪穴住居群が展開する｢長網遺跡｣
に隣接するが、浅い谷地形で遺構の密度は低いと考えられていた。しかし、ほぼ同時期の竪穴住居
跡とやや新しい掘立柱建物跡などが検出され、過年度の成果と合わせるとかなり大規模な集落であ
ることが判明した。また、遺構の時期は6世紀後半から7世紀初頭と8世紀段階にピークがあること
から、集落の突然の廃絶と空白時期を経た新たな遺構の成立など、今後は律令体制のなかでの遺構
の評価や位置付けが重要であろう。
東予市周布の｢久枝Ⅱ・本郷遺跡｣は確認調査を実施した結果、調査予定箇所は遺構が営まれてい
る微高地から下った湿地帯であり、遺構も確認できなかった。
松山市の｢南斎院土居北遺跡｣では、前年度に一辺が50ｍの方形館を検出した範囲に隣接する箇所

を調査し、全体で約100ｍ四方の広がりをもつ中世村落であることが明らかになった。一方この遺
跡から500ｍ北に位置する｢南江戸鬮目遺跡｣では75ｍ四方と35ｍ四方の大小二つの居住域が検出さ
れた。掘立柱建物跡や井戸、区画溝や土坑墓など多様な遺構と、大量の土師器皿・杯や貿易陶磁器
などが出土している。特に遺物では古代末から中世初期の白磁や青磁片が千点以上も出土している。
また碗・皿だけではなく壺類もみられるなど生活者の地位が高かったことがうかがえる。この地域
では15年ほど前から当センターと松山市埋蔵文化財センターも含めて数多くの地点が調査され、特
に中世集落の一端を垣間見る成果が公表されている。今回の調査も過去の調査成果にプラスするこ
とによって遺跡の性格もクローズアップされ、より集落や村落の様相が明らかになるものと期待さ
れる。
「湯築城跡」では遺跡を活かした公園整備の最終年度を迎え、工事が急ピッチで展開された。照

明設備の配線や便益施設の建設などによって、遺構面を傷めないためにほとんどの工事に立会を行
い、遺構面に達するものは盛土による高さ調節を行うなど遺構の保護に努めた。
[整理作業]
道路公団関連では双海町の「東峰遺跡」と「高見Ⅰ遺跡」、大洲市の「底なし田遺跡」「元城跡」

「中城跡」の報告書作成を実施した。
東峰遺跡と高見Ⅰ遺跡はともに後期旧石器時代の遺跡として、広域降下火山灰による層位的裏付
けをもとに剥片剥離技術や石器組成が検討され、県内においては代表的遺跡となった。底なし田遺
跡では遺構は希薄だが、遺物では弥生時代中期の西南四国型甕や石器の種類などが豊富で、周辺に
集落が存在していると考えられる。元城跡は戦国時代末期の南予地域の中では横堀と畝状竪堀を配
するなど特異な形態を有していることから、長宗我部氏が侵攻の拠点として整備した城であると位
置付けた。中城跡の調査範囲は後世の開墾などによって当時の遺構はほとんど消滅している事がわ
かったが、16世紀の貿易陶磁器は僅かに出土している。以上のように長年にわたり高速道路建設関
連で調査された遺跡も、大洲地域までは報告されることとなった。

（調査第二係長　中野良一）

調査第三係事業概要

平成13年度の調査三係の担当事業は、財務省四国財務局からの委託事業が1件、愛媛県からの委
託事業が5件であった。
[発掘調査]
今治地区では浅川河川改修に伴う調査（浅川矢田遺跡）・県道名駒友浦線改良工事に伴う調査（名駒

14号墳）・12年度からの繰越で今治波方港線の道路拡幅工事に伴う調査（杣田遺跡）を実施した。浅川
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矢田遺跡では中世の柱穴や溝、弥生時代後期～古墳時代後期の自然流路を検出しており、東に隣接
する矢田八反坪遺跡やこれまでの浅川矢田遺跡の調査成果との面的な広がりの中で遺構の性格を検
討していく必要がある。名駒14号墳では土壙墓を1基検出している。遺物の出土がなく、削平によ
って外表施設の存在を確認することもできなかったが、名駒地域に多数点在する古墳の性格を知る
上で貴重な資料になるものと思われる。杣田遺跡では12年度に引き続きの調査によって中世の集落
跡を検出することができた。
松山地区では財務省四国財務局からの委託を受け、樋又住宅建設に伴う調査を実施した。今回調

査した道後今市遺跡は過去12回に及ぶ調査が行われているが、いずれも小規模な調査の繰り返しで
遺跡の全容を明らかにするには至っていない。今回の調査区も約500㎡と小規模であったが、詳細
な調査により縄文～中世の3面の遺構面、概ね6時期の遺構・遺物を検出することができ、道後今市
遺跡ひいては道後城北地区の景観を復元するうえで貴重な資料を得ることができた。
[整理作業]

県道道後祝谷線では「祝谷遺跡群」の整理作業を行った。整理作業では土器の分類や実測・トレ
ース、遺構図の作成等精力的に作業を進めた。祝谷遺跡群では国内最大級の大溝（環濠）や弥生時代
の写実的な土偶が出土しており、報告書の刊行が待たれる。（平成14年度刊行予定）
県道東一万道後線では平成11・12年に調査した「道後町遺跡」の1～17区のうちの1～12区までに

ついて整理作業を行い、報告書を刊行した。本報告書では遺構・遺物についての詳細な報告がなさ
れるとともに、本遺跡で検出された溝を中心に古代の条里制・湯築城跡周辺の整備についての状況
の考察がなされており、弥生～中世の道後地区の状況を明らかにする上での貴重な資料を提示する
ことができた。 （調査第三係長　土居元海）

普及啓発事業概要
当センターでは毎年、一般向けの小冊子である『まいぶんえひめ』を刊行している。前年度（平成

12年度）は土器づくりをテーマとした冊子27号を作成し、体験学習を行う場合の資料として各機関の
好評を得た。本年度は、28号として「青銅鏡つくり」をテーマとし、身近にあるものを利用して古
代の鋳造方法を再現した。「青銅鏡つくり」は、その製作を通して、合金と光の屈折という理科的
分野を取り込むことができ、どうしても歴史的重要性に偏りがちであった体験学習を歴史と科学が
融合する新しい視点での総合学習として捉えることができた。今後も生涯学習や総合学習の一環と
してこうした取り組みを発展的に継続していきたい。
一方、平成13年度も、発掘調査現場における現地説明会の開催や遺跡近隣の学校を対象とした体

験発掘及び見学を積極的に受け入れた。現地説明会では、２ケ所においては400人以上の見学者が
訪れるなど、何れも盛況であった。埋蔵文化財調査センターが実施する普及啓発活動の原点はこう
した発掘現場での成果の公表であり、今後もより良い現地説明会の開催と体験発掘・見学の受け入
れに努めていきたい。

（主任調査員　柴田昌児）



２　発掘調査を実施した遺跡の概要



平成13年度埋蔵文化財調査位置図（番号は各遺跡概要に対応）
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1. 土
ど

居
い

山
やま

遺跡
１ 所 在 地　 川之江市妻鳥町字麓
２ 所属時期　　弥生時代後期・古墳時代後期
３ 調査期間　　平成13（2001）年5月28日～　　　　

平成13（2001）年8月3日　
４ 調査面積　　1,000㎡
５ 調査原因　　新製紙試験場（仮称）建設
６ 担 当 者　 稲葉靖司　平岡孝司
７ 調査概要　
本遺跡は、川之江市に流れる契川右岸の丘陵部に位置

し、伊予三島市との境界に近い。
調査で検出した遺構は、竪穴住居跡1棟・土坑6基・柱

穴10口・集石遺構1基・石塚1基である。なお、柱穴はす
べて竪穴住居跡内での検出で、竪穴住居跡・土坑1基・
集石遺構は重なって検出された。ここでは、重なってい
た3遺構と石塚を中心に述べる。
竪穴住居跡は楕円形で、炭や焼土が混じっていること

から焼失住居で、人為的に埋戻したのちに廃棄されたと
思われる。遺構の機能していた時期は、出土遺物から弥
生時代後期後半と思われ、遺構の立地条件から丘陵性集
落であると考えられるが、住居が単体で検出されたこと
から、1棟で構成された可能性が考えられる。ただし、
調査区外にあたる南側が大きく削平されていること、調
査区北東部の傾斜地から弥生土器の高杯などが出土して
いることを考慮すれば、調査区内やその周辺に、竪穴住
居跡やそれに関連する遺構が形成されていた可能性を否
定することはできない。
次に土坑について述べるが、これは前述した竪穴住居

跡の中に納まるような状態で検出された。平面形は楕円
形あるいは隅丸長方形で、須恵器の短頸壺や甕が出土し
たことから、時期は古墳時代後期であると思われる。性
格は、遺構の構造を示す痕跡を検出できなかったため不
明である。だが同一稜線上には桜木山石棺群があり、周
囲には古墳が多数存在している。そして出土遺物を副葬
品と考えるならば、土坑墓の可能性が考えられる。
さらにその土坑の上からは、集石遺構が検出された。

当初、石は土坑に使用されたものではないかと考えたが、
その痕跡を検出することはできなかった。また集石遺構
と土坑の主軸の相違から、土坑を意識して構築したもの
ではなく、土坑が削平されてかなりの時間が経過してか
ら構築されたものと思われる。ただし出土遺物がないた
め、時期は不明である。性格も不明だが、土坑と関連し
ないとするならば、その形態から祭祀的なものが考えら
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れる。
前述の3遺構が重なって形成されたのは偶然ではなく、

地形的占有に一貫性が感じられる。遺跡の所在する稜線
上はそれ程広い面積ではなく、3遺構の検出位置は稜線
の中心から離れた西側である。そのほかは土坑が5基分
布する程度なので、空間に余裕が生じている。また、竪
穴住居跡は弥生時代後期、土坑は古墳時代後期と時間の
隔たりがあるにも拘わらず、廃棄された竪穴住居跡の上
を選んで土坑を形成しているように見えるのである。た
だし、調査区自体は大きく削平されていることから、ほ
かの遺構の痕跡が残らなかったため、このような遺構の
分布になったことも充分考えられる。ここで述べた地形
的占有については、今回の調査結果から結論を出すこと
はできないが、今後の調査事例の増加によって解明され
ることを期待したい。
そして石塚について述べる。当初は石囲い墓や、その

下部に古墳に関する何らかの施設が存在することを想定
していた。だが石塚最下部の石の上面にガラス片が挟ま
れて出土したことから、近代以降に構築されたことは間
違いないと思われる。石塚除去後も調査を進めたが、遺
構は検出できなかった。この結果、石塚の性格が古墳の
施設や埋墓である可能性はなくなったが、その形態から
詣墓として機能していたことは考えられる。
この石塚の石材は、緑色片岩製の箱式石棺の棺材と思

われるものと、五輪塔として使用されたものとが挙げら
れる。調査区から棺材の抜取り痕は検出できなかったこ
とから、調査区外である南側の大きく削平された部分に
箱式石棺が存在しており、削平時に出土した棺材を石塚
構築に使用したと考えるのが妥当であろう。五輪塔につ
いては、周辺に供養塔として存在していたものが、何ら
かの理由で破壊されたのち、調査区へ運ばれて前述の棺
材と同様の扱いを受けた可能性が考えられる。
最後に、本遺跡東側の丘陵中程に位置する2区につい

て述べる。2区は旧墓地で、土居山遺跡と同様に箱式石
棺の棺材であったと思われるものが露出しており、その
抜取り痕などが検出される可能性が考えられたため調査
を行った。しかし想定していた遺構は存在せず、代りに
墓壙を4基検出した。墓壙は地山を掘削して形成してお
り、中から人骨や寛永通宝・陶器・鉄製品が出土した。
また周辺には墓地があることから、時期は近世以降であ
ると判断した。なお、近世以降の墓壙は埋蔵文化財の調
査対象外で、ほかの遺構を検出できなかったため、2区
の調査を終了した。
本遺跡の報告書は本年度末に刊行している。 （平岡）

竪穴住居跡完掘状況

土坑完掘状況

集石遺構検出状況　　　　　

石組み
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2. 星原市
ほしばらいち

遺跡
１所 在 地 新居浜市星原町
２所属時期 中世
３調査期間 平成13（2001）年6月1日

～平成13（2001）年8月31日
４調査面積　 1,400㎡
５調査原因 国道11号線新居浜バイパス建設
６担 当 者　 宮崎雅延　中野　亮　高橋敬則
７調査概要
本遺跡は、新居浜平野の南寄り、国領川の左岸、泉川

地区に位置する。地形的には国領川とその支流である種
子川によって形成された複合扇状地であり、その勾配は
きわめて緩やかである。表層の地質は、中期古扇状地が
開析された後の沖積扇状地堆積物や国領川旧河道堆積物
の未固結堆積物である。調査区の50m南側には真星神社
があり、遺跡名ともなっている星原市は、一条氏がこの
地を領した頃が始まりという。
本遺跡では、土坑34基、柱穴325口を検出しており、

掘立柱建物跡も数棟復元できる可能性がある。これらの
遺構からは、土師器の杯・皿、東播系須恵器のこね鉢、
備前焼のすり鉢・甕、土釜など13世紀末から15世紀に比
定される遺物が出土している。
SK-069は、土師器の杯・皿、東播系須恵器のこね鉢、

備前焼のすり鉢、土釜が多量に出土した遺構である。遺
物の多くは、出土状況や接合状況から遺構外で割れた後
廃棄されたものと考えられる。また、東播系須恵器のこ
ね鉢と備前焼のすり鉢が共伴して出土していることは注
目される。東播系須恵器のこね鉢は2個体出土している
が、2個体とも口縁端部が上下に大きく拡張し、体部中
央から口縁にかけてやや内湾しており、森田稔編年では
III期第2段階に比定される。備前焼のすり鉢は、平坦に
ナデられた口縁がやや外傾しており、間壁忠彦編年では
Ⅲ期に、乗岡実編年（近世備前焼研究会資料）では、中期3
期aに比定される。間壁編年Ⅲ期は、愛媛県では備前焼の
流通開始時期にあたり、特にすり鉢の発掘例は2遺跡（旧
等妙寺跡・広見町*『旧等妙寺跡』愛媛県広見町教育委
員会1999、道後今市遺跡・松山市*『道後今市遺跡X』財
団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター1994）で包含層資料
として口縁部の破片が1点ずつ確認されているのみであ
る。そのため、SK-069出土の東播系須恵器のこね鉢と備
前焼のすり鉢は、愛媛県内での東播系須恵器から備前焼
への流通の推移を考察する上で、有効な資料になると思
われる。 （宮崎・松本美香）

SK-069　遺物出土状況 

遺構配置図 

SK-069　出土遺物 

SK-069

10m0

1    :    500

10cm0

1  :  10

位置図
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3.  願
がん

連
れん

寺
じ

遺跡B調査区
１ 所 在 地 周桑郡丹原町願連寺
２ 所属時期 中世
３ 調査期間 平成14（2002）年2月1日

～平成14（2002）年2月28日
４ 調査面積　 170㎡
５ 調査原因　 県道壬生川丹原線整備
６ 担 当 者 西川真美　兵藤千晶
７ 調査概要
本遺跡は、東三方ヶ森（1232.7m）の南東側に広がる道前

平野のほぼ中央部に位置している。石鎚山の西方にある
堂ヶ森（1689m）、青滝山（1303m）に源を発する中山川の氾
濫により形成された扇状地上（標高6～9m）に立地し、道前
平野を北東方向に延びる県道壬生川・丹原線に沿ってい
る。
本調査区は中細形銅剣が出土したと言われる扇田遺跡

のすぐ南東に位置し、試掘調査において中世土師器や弥
生土器が出土していたことから同時代の遺跡の存在が想
定されていた。
基本層序は水田および畑の耕作土（1・2層）の直下に中

世の遺物を含む暗褐色砂質土（3層）が堆積している。調査
区の北側においては、暗オリーブ褐色砂質土（6層）が堆積
し、小礫が混じるにぶい黄褐色砂質土（4層）、黒褐色砂礫
（5層）の無遺物層と続く。
調査の結果、本遺跡においては中世の遺構面を検出す

ることができた。主な遺構は土坑3基、溝2条、柱穴18基
であった。
溝（SD01）は調査区の西端に沿って南西から北東に一直

線に延びた後屈曲し東に延びるものである。規模は長さ
26.1m 、最大幅1.06m、深さ0.22mを測り、溝底は南東側
が緩やかに傾斜する凹面をなす。溝内からは15世紀の土
釜や土師質の擂鉢が出土しており、遺構も同時期のもの
と考えられる。
溝の南東側からは土坑及び柱穴群が検出されている。

柱穴の中には一列に並ぶものもあったが、積極的に建物
と考えられるものはなかった。出土遺物は各柱穴から土
器の細片が少量出土するのみであったが、溝（SD01）のほ
ぼ中央、南東岸に掘られている柱穴（SP17）から鍔のしっ
かりした14世紀末の土釜がほぼ1個体分出土している。
また、包含層の資料ではあるが、弥生時代中期の壺が

1点出土しており、調査区周辺に同時期の集落の存在が
想定できる。
以上、今回の調査では、中世（14～15世紀）の遺構面を

N
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位置図

遺構配置図
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検出することができた。調査区においては溝で区画され
た柱穴群が検出され、調査区の南東方向に集落の広がり
を推定することができる。中世期において、建物跡を溝
で区画する集落は多く見られ、調査区の西に位置する東
予市周布の久枝遺跡においても同様の区画溝が確認され
ている。今後は、このような周辺集落の成果を含め、東
予地域における中世の集落構造について比較検討してい
く必要がある。 （西川）

SD01 検出状況

SP01 遺物検出状況

願連寺遺跡B調査区　完掘状況
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4. 長網
ちょあみ

Ⅰ･Ⅱ遺跡4次調査
１ 所 在 地　 東予市実報寺　　　　　　　　　　
２ 所属時期 縄文時代後期～中世
３ 調査期間 平成13（2001）年4月1日　

～平成14（2002）年3月25日　　
４ 調査面積 4,180㎡
５ 調査原因 県道東予玉川線整備
６ 担 当 者 山下隆一 飯野誠司

山中菊乃 池尻伸吾
７ 調査概要

長網Ⅰ･Ⅱ遺跡は道前平野北西部に位置し、平野北部

の主要形成河川である大明神川の扇状地北端を貫流する

北川右岸の微高地上ならびに緩やかに下降した谷部(標高

17～21m)に立地する。

本遺跡の調査は、平成11年度より県道孫兵衛作壬生川

線・平成12年度より県道東予玉川線に関連する調査が継

続して行われ、古墳時代後期の住居群の検出や古代瓦が

出土し、古墳時代集落の一端や隣接する地域に寺院や役

所が存在する可能性が指摘できた。

今回の調査は、平成12年度調査区の下層部の調査およ

び東西に接している箇所で行われた。

本調査では、主に古墳時代後期～中世（鎌倉・室町時

代）に至る生活痕跡を検出した。中でも遺跡経営のピー

クは古墳時代後期～古代（奈良・平安時代）であり、特

に古墳時代後期では竪穴住居跡や掘立柱建物跡などを多

数検出し、当時の集落の一端が明らかになった。

竪穴住居跡は合計14棟検出した。時期は出土須恵器か

らいずれも古墳時代後期である。長網Ⅰ遺跡で検出した

住居の規模は,A-SI01=(7 .1m×6.5m・46.2m2)、A-

SI02=(5.8m×5.0m・29.0m2)、A-SI03=(4.7m×4.5m・21.2

㎡)、A-SI04=(5.2m×5.0m・26.0㎡)、B-SI01=(6.2m×

5.2m・32.2㎡)、B-SI02=(6.0m×4.6m・27.6㎡)、B-

SI03=(6.0m×5.7m・34.2㎡)、長網Ⅱ遺跡で検出した住居

の規模は、1A-S I01= (5 . 0m×4 .8m・24 .0㎡)、1C-

SI01=(6.0m×5.8m・34.8㎡)、1C-SI01=(4.0m×3.8m・15.2

㎡)1E-SI01=(5.5m×5.3m・24.3㎡)2A-SI01=(6.0m×5.8m・

34.8㎡)2A-SI02=(6.0m×5.8m・34.8㎡)2C-SI01=(4.0m×

3.8m・24.6㎡)である。これらの住居は、いずれも掘方が

近接しており同時併存はあり得ず、複数時期にわたり住

1 2

長網Ⅱ遺跡遺構配置図（一部）

        

2A-SI01

2A-SI02

2C-SI01
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A-SI01
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1C-SI02
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居が建設されていたと考えられ、上屋の構造は検出状況

より、いずれも4本柱で支えられていたと考えられる。

14棟の竪穴住居跡では、住居北辺中央に造り付けのカ

マドを確認した。検出されたカマドはいずれも周壁に接

して構築されていた。主な特徴としては、1A-SI01・1C-

SI01・2A-SI02ではカマド燃焼部から延びる煙道を検出し

た。A-SI04のカマドでは燃焼部中央より立石（長さ15ｃ

m）が出土した。A-SI03では、カマド内部（燃焼部）より

土師質土器甕が出土した。甕は、あらかじめ頸部から下

3／4を打ち欠き、逆さの状態で出土した。また、その前

面には完形の須恵器坏身1個体が置かれていた。それ以

外のカマドにおいても、A-SI03のカマドと同様の位置に

土師器甕を検出した。それぞれの甕はカマド廃絶に伴い、

破片となって出土しているため判然としないが、A-SI03

と同様にカマド祭祀にまつわる行為の可能性が強い。

竪穴住居跡が展開する北側には掘立柱建物（側柱型が

中心）跡：4棟（A-SB01=8間×2間≦：40㎡≦、1B-

SB01=3間×1間≦：12.1㎡≦、1C-SB01=3間×1間≦：44

㎡≦、1D-SB01=3間×2間≦：11.1㎡≦）を検出した。調査

範囲に限りがあるため、明確な資料とは言えないが、こ

れらの掘立柱建物跡と竪穴住居跡との組み合わせは、集

落形態の変化（住空間の変化）の時期を指標するもので、

住居の変遷や集落内の空間構成を考えるうえで興味深い

資料である。

一方、中世（鎌倉～室町時代）の遺構としては、長網

Ⅱ遺跡において、ほぼ全域に展開していることが、確認

できた。出土遺物においては、土師質土器が最も多く出

土しており、中でも供膳具である坏や小皿と煮炊具であ

る鍋や釜が多くを占めている。当時の生活の様子を想像

することができる。

以上、本遺跡の周辺地域は、古墳時代後期の集落形成

状況や中世の生活状況の一端が明らかとなった。

（山下）

作業風景

長網Ⅰ遺跡 A区遺構完掘状況

長網Ⅱ 2A-SI02カマド

長網Ⅱ 3B-SI01カマド
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5. 実
じっ

報
ぽう

寺
じ

高
こう

志
し

田
だ

遺跡
１ 所 在 地 東予市実報寺　　　　　　　　　　
２ 所属時期 縄文時代後期～中世
３ 調査期間　 平成13（2001）年8月1日

～平成14（2002）年3月25日　　
４ 調査面積 3,150㎡
５ 調査原因 県道東予玉川線整備
６ 担 当 者 山下隆一 飯野誠司

山中菊乃 池尻伸吾

７ 調査概要

実報寺高志田遺跡は道前平野北西部に位置し、平野北

部の主要形成河川である大明神川の扇状地北端を貫流す

る北川右岸の微高地上に(標高27m)に立地する。

本遺跡の調査は、3つの調査区に分け（F～H区）、第1

遺構面（Ⅲ層上面）、第2遺構面（Ⅳ層上面）の2面での遺

構検出を行った。

第1遺構面では、柱穴196口、土坑20基、不明遺構3基を

検出した。特に、SK-14に関しては、平面形が隅丸の長

方形をしており、長軸2m、短軸0.9m、深さ0.29mで、床

面に約30cm程度の花崗岩が南端・北端それぞれ2個ずつ

長軸を東西に向け、配置されていた。本遺構内からは、

遺物が1点しか出土していないが、石は、棺を置くための

置石の役割を果たしていたと考えられ、土壙墓の可能性

が高い。出土遺物は、土師器が最も多く、供膳である坏

や小皿や煮炊土器である鍋や釜がその多くを占めている。

以上のことから第1遺構面は、中世の生活痕が調査区南東

部に展開していたと考えられる。

第2遺構面からは、柱穴12口、土坑1基、竪穴住居跡2棟、

掘立柱建物跡2棟、溝1条、自然流路2条を検出した。竪穴

住居は、切り合っており、時間的な差を持って構築され

たと考えられる。出土遺物は、土師器や須恵器が多く、

特に須恵器の甕や壺は、大きな破片が多くを占めている

特徴がある。竪穴住居跡は出土遺物より、6世紀後半～7

世紀初頭と考えられる。以上のことから第2遺構面は、古

墳時代の生活痕が調査区中央部を東西に走るSD-01・SR-

01を境に、調査区南側に展開していたと考えられる。

各年度の調査と周辺で行われている調査などの成果を

合わせて、今後、遺跡の広がりや集落の性格などを考え

ていかなくてはならない。 （山下）

Ｇ区（1面）遺構完掘状況

Ｇ区（1面）SK-14完掘状況

F区（1面）遺構完掘状況

位置図
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6. 永
えい

地
じ

遺跡
１ 所 在 地 越智郡吉海町名
２ 所属時期 縄文時代後期～中世
３ 調査期間 平成13（2001）年6月25日

～平成13（2001）年11月30日
４ 調査面積 1,290㎡
５ 調査原因 国道317号大島道路建設
６ 担 当 者 安部光洋　高橋康文
７ 調査概要
本遺跡は、芸予諸島の南端にある大島の南部、姫政山の
裾部に形成された小開析谷に位置し（標高20～23ｍ）、眼前
には、姫政山と亀老山に挟まれたさらに大きな谷が開ける。
調査区は、その堆積状況から河川の氾濫・堆積作用によ
る扇状地もしくは、扇状地性の氾濫原であると考えられる。
I区では、縄文時代後期に比定できる遺物が出土し、それ
に伴う遺構が検出できた。遺物の多くは、無文で中に沈線
文や縄文、磨消縄文、条痕文などが施文されたものもあっ
た。それ以外の遺物としては、サヌカイト製石鏃、剥片な
どがあげられる。遺構としては、I区の東端において自然流
路EJI-SR-01が検出され、この西側を切る形でEJI-SX-01が検
出された。このEJI-SX-01の性格としては、風倒木の跡が考
えられ、他の類例と比較した上で詳細な検討を行いたい。
II区では、調査区西部から、I区同様に縄文時代の遺物が
出土した。主な遺物としては、I区と同様の縄文土器の他、
サヌカイト製スクレーパー、結晶片岩製扁平打製石斧、石
鏃などがある。遺構としては、南端のほぼ中央部分で自然
流路EJII-SR-01を検出したが、土層の堆積状況からこの辺り
一帯が大きな流路であり、本遺跡もその一部分と考えられ
る。この部分については、上記以外に遺構は検出されず、I
区とあわせて当時の人々の生活の痕跡を示すような遺構は
なかった。また、遺物の出土状況から、遺構から出土した
遺物のほとんどは、上流からの流れ込みであると考えられ
る。ただ、遺物の多くはそれほど磨滅していないことから、
近接する箇所にこれらの遺物を排出した遺跡が存在する可
能性は否定できない。
また、調査区東部で、弥生時代中期から後期に比定でき
る遺物が出土した。遺物としては、凹線文が施された壺と
甕の一部、タタキ調整が見られる壺または甕の体部、サヌ
カイト製石鏃などがあげられる。遺構としては、柱穴37基、
土坑2基、性格不明遺構を3基検出した。また、炭化物が集
積している部分もあったが、竪穴住居跡などは確認できな
かった。遺物の出土状況は、細片が多く磨滅もかなり進ん
でいる。しかし、先に挙げた遺物の遺存状況は非常によく、
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0 5cm
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上:後期縄文土器、下:中期弥生土器
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I区遺構配置図

位置図
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II区中世面遺構配置図
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越州窯系青磁壺

龍泉窯系青磁碗

東播系須恵器こね鉢

II区中世面完掘状況

調査対象外であるI区とII区との間の部分には何らかの遺構
が存在する可能性も考えられる。
さらにその上層から、龍泉窯系青磁、越州窯系青磁、白
磁、土師皿、東播系須恵器こね鉢、瓦器碗、土釜の脚、鞴
の羽口、鉄滓、鎹状鉄製品などが出土した。これらの遺物
から、13～15世紀の遺跡であると考えられる。主な遺構と
しては、調査区南東部、北東部に掘立柱建物跡が各1棟
（EJII-SB-01、02）、素掘小溝2条（EJII-SD-01、02）、柵列1列
（EJII-SA-01）などがある。EJII-SB-01、02は、全体を検出し
てはいないが、SB-01は柱間が約210～230cmの2間以上×2間
以上、SB-02は柱間が約140～180cmの2間×3間以上であると
推測できる。また、SB-01の外側に、これに平行する形で
EJII-SA-01が検出され、さらにその外側に、これらを取り囲
むようにEJII-SD-02が検出されている。これらの遺構は、
SB-01の付帯施設と考えられ、類例を調べ、検討する必要が
ある。調査区北東部からは、鞴の羽口、鉄滓などが多く出
土しており、付近に鍛冶遺構があったことが想定できるが、
今回の調査では鍛冶炉などの本体遺構は確認していない。
また、この周辺には「カジヤ」という小字名があり、そ
れらの関連性にも注目する必要があろう。その他特筆すべ
きことは、本調査区から出土している楠葉型瓦器碗や越州
窯系青磁の破片についてである。楠葉型瓦器碗は、流通経
路が限定されていることから、本遺跡の性格を検討する上
で重要な資料になるといえよう。また、越州窯系の青磁は
「壺」で、当時は高級品であり、これに類する遺物が出土す
る遺跡は限られている。
これらの遺物の性格をふまえた上で、今後は、瀬戸内海
を中心に活躍した村上水軍との関連も視野に入れ、本遺跡
の性格について慎重に検討する必要があると思われる。

（安部）
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7. 名
な

駒
ごま

14号墳
１ 所 在 地 越智郡吉海町名駒
２ 所属時期 古墳時代
３ 調査期間 平成14（2002）年1月22日

～平成14（2002）年3月25日
４ 調査面積 120㎡
５ 調査原因 県道名駒友浦線道路改良
６ 担 当 者 土居元海　木谷裕史
７ 調査概要
本遺跡のある大島(吉海町)は高縄半島から沼隈半島に

連なる芸予諸島の南端に位置する。本遺跡は大島最高峰
の亀老山(標高301.3ｍ)の南に派生し来島海峡に向かって
舌状にのびる丘陵のほぼ先端部分(標高23ｍ)にある。
調査区の堆積土層は薄く、表土である第1層（腐葉土

の堆積土）を除去するとほとんどの地点で地山に到達す
る。今回の調査では尾根に沿ってトレンチを設定し、必
要に応じてこれに直交するトレンチを掘削した結果、土
壙墓（名駒14号墳）1基を検出したが、土層の堆積状況
においても版築等の痕跡は認められず、古墳としての外
表施設の存在も確認できなかった。調査区外の北東側に
丘陵を切断するような落ち込みを踏査によって確認した
が外表施設の存在を明らかにすることはできなかった。
土壙墓は地山を掘り込んで造られており、平面形は隅

丸の長方形で北側辺中央に舌状の突出部を持つ。土壙の
法面上の大きさは主軸190㎝、短軸120㎝である。床面は
平坦に造ってあり、主軸160㎝、短軸90㎝で、深さは東
側で18㎝、西側で10㎝である。西側が浅くなっているの
は隣接する土壙（近世）等の関連による削平や自然崩壊
によるものと考えられる。
検出した石（花崗岩・21cm×18cm～14cm×10cm）が

石棺の石材としては小さく、側面が平面なものが9個の
うち4個であることや連続する4個の石の下で掘削後の底
面調整のために土をならした痕跡があったことから、検
出された石材は木棺の裏込めに使用されたものではない
かと思われるが、土壙の埋土から木棺に関連する遺物等
が出土していないことから断定はできない。なお、土壙
の形状と残存している石材から主体部の主軸方向はE－
34°－Sを指す。
今回の調査によって名駒14号墳は組合せ木棺による直

葬墓であると推定されるが、箱式石棺である可能性は否
定できない。遺跡の時期については時代を特定できる遺
物が出土しなかったことから断定することはできない
が、木棺直葬の古墳は古墳時代を通して小型古墳に多く
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位置図
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見られる。また、今回調査した名駒14号墳は名駒1号
墳・2号墳に続く丘陵の稜線上に位置しており、ここを
墓域とする集団の存在がうかがえる。
この他、調査区から2基の土坑状の掘り込みを検出し

ている。これら土坑状の掘り込みは、同一埋土であり、
土壙墓に隣接する掘り込みから近世陶磁器片が出土して
いることや地元での聞き取り調査から、樹木の抜き取り
痕であると判断される。
名駒地域には多くの古墳が点在している。今回調査し

た名駒14号墳と同一稜線上に名駒1号墳・2号墳が存在す
るとされている。現地踏査によって名駒2号墳の箱式石
棺は確認することができたが、名駒1号墳の存在は確認
することができなかった。名駒1号墳が存在していると
されている位置には電柱が建っており、この工事によっ
て消滅した可能性のあるが、地元での聞き取り調査では
そういった話はなかった。地形的にも名駒1号墳は名駒
14号墳があるほぼ平坦な稜線が北東側になだらかに上る
稜線上にあることになる。
こうした状況を考えると、今回調査した名駒14号墳が

名駒1号墳である可能性も否定できないと思われる。今
後の周辺地域の調査によって、名駒地域に点在する古墳
の時期や性格、相互の関連等が明らかになることを期待
したい。 （土居）
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8. 浅
あさ

川
かわ

矢
や

田
た

遺跡（浅川改修地区）
１ 所 在 地 今治市矢田
２ 所属時期 弥生時代～中世
３ 調査期間 平成13（2001）年9月3日

～平成13（2001）年12月3日
４ 調査面積 400㎡
５ 調査原因 浅川河川改修
６ 担 当 者 土居元海　木谷裕史
７ 調査概要
本遺跡は今治市矢田のバララ池や新池を源とする浅川

が、北向きに流れる矢田地区の丘陵部に位置する。
第1遺構面では、土抗2基、柱穴9口を検出した。遺物

としては弥生土器片、土師器、陶磁器片などが出土して
いる。過去の隣接する調査区の状況や遺物から古代の遺
構であり、水田耕作等に関連した施設であると思われる。
第2遺構面では多数の遺構（溝6条、土抗6基、柱穴285口）
を検出した。平行する長い2条の溝は、周りの柱穴や土
抗とは埋土が異なり、別の意味合いをもつ遺構と思われ
る。また、溝の埋土には流水による堆積が認められない
が、自然流路の可能性も否定できない。柱穴や土抗は埋
土から大きく4種類に分けられ、複数の時期において
杭・柵・住居等の人工的な利用があったと考えられる。
出土遺物の多くは弥生時代後期の土器片であるがSD01か
ら須恵器片、遺構面直上から須恵器や土師器の細片が出
土していることから、第2遺構面は古墳時代以前の遺構
であろう。第3遺構面では、検出した7条の自然流路は、
南から北への大きな流れや蛇行が見られる。また、互層
堆積による複雑な土層と出土遺物から、弥生時代前期末
～中期にかけてこの近辺で浅川の氾濫が繰り返されたこ
とが推察できる。
今回の調査区（Ⅵ区）の北側は、浅川改修に伴い平成

9年度より5つの調査区に分けて調査されてきた。さらに、
東には矢田八反坪遺跡（平成8～9年度調査）が隣接して
おり、これらの遺跡との関連を踏まえて本遺跡の性格を
検討していく必要がある。出土遺物の多くは細片であっ
たが、復元可能な弥生時代の壺や甕の破片も出土してお
り、阿方貝塚を中心としたこの地域の土器研究の貴重な
資料になるものと思われる。 （土居）
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9. 杣
そま

田
だ

遺跡3次調査
１ 所 在 地 今治市杣田
２ 所属時期 弥生時代終末～中世
３ 調査期間 平成12（2000）年11月1日

～平成13（2001）年5月25日
４ 調査面積 990㎡（13年度実施180㎡）
５ 調査原因 県道今治波方港線道路改良
６ 担 当 者 土居元海　木谷裕史
７ 調査概要
本遺跡は、今治市の北西部にある近見山から西に連な

る山々の谷を流れる杣田川によって形成された扇状地上
（標高16.5～19.0ｍ）に位置している。地形は南から北に
向かって傾斜しており、山から流れてきたと考えられる
土砂がかなり堆積している。
平成7年度には北側の低斜面において調査を実施し（2

次調査）、鎌倉～室町時代と弥生～古墳時代の集落が検
出されている。本遺跡周辺では、東に前期古墳である相
の谷古墳、南東には縄文時代晩期～古墳時代の遺物が多
量に出土した阿方・矢田遺跡が存在する。
調査区は道路に沿って細長く、平成12年度に3～5区の

調査を実施し、13年度には1・2区の調査を行った。
1・2区の基本層序は、中世～現代までの水田土壌の下

に安定した中世の遺物包含層（黒色細砂混じり粘土）が広
がり、その下に細砂・シルト・粗砂が互層堆積し、その
下に灰オリーブ色粘土層がほぼ全域で堆積する。3～5区
で検出した多量の遺物を含む黒オリーブ粘質土は1区の
南側で一部検出したにとどまった。
1・2区の調査の結果、鎌倉～室町時代の遺構・遺物を

検出した。遺構は柱穴や土坑であり、建物の存在は確認
できなかったが、3～5区で検出した井戸や溝との関連か
ら集落の存在が想定できる。遺物は土師器の杯・皿等で
あるが少量で、1区の北半分は近代の造成による削平を
受けていた。 （土居）

１区(南側 2/3) ２区 

調査区全測図 

0 5m

位置図



-25-

10. 中尾山
なかおやま

遺跡1次調査
１ 所 在 地　 北条市上難波字中尾山
２ 所属時期　 弥生時代中期末～古代
３ 調査期間 平成13（2001）年5月1日

～平成13（2001）年7月31日
４ 調査面積　　2,080㎡
５ 調査原因　 県道粟井浅海線道路改良
６ 担 当 者　 伊賀上淳　松本敬彰
７ 調査概要
本遺跡は、中尾山遺跡2次調査と同じ丘陵部の南西裾

部に位置している。本遺跡周辺には谷を挟んで北側の恵
良山（標高302.1m）南東山麓に夏狩遺跡をはじめ、弥生か
ら古墳時代にかけての遺跡や墳墓群等が集中する。
調査区は最大傾斜角16°を計る傾斜地上に立地し削平

が著しく遺構の遺存状況はよくなかったが、遺構は、調
査区のほぼ中央に帯状に展開し、住居跡4棟、土坑3基、
溝7条、小穴161口を検出した。小規模な集落が形成され
ていたものと考えられ、調査区東側の標高の高い位置に
1条の溝と小穴が55口程集中する地区があり、小穴は等
高線に沿って幾重にも短い柵列を形成している。これら
状況から溝は雨水を分散させ柵列は崩落土等の防護壁の
役割を果たしていたことが考えられる。住居跡は、SI-1
の様に円形のものが存在するが、残存する周壁溝の形状
より方形を呈していたことが窺われる。住居跡群や溝の
時期は住居跡形状や出土遺物から遺構の時期は弥生時代
後期前半から末にかけてものである。
また、標高45mと43.8mに位置する小穴列は住居等を関

係なく縦走していることから時期は不明であるが弥生時
代後期よりも後世の所産のものと考えられる。
特筆すべき点は、崩落土からなる包含層中から半完形

品を含んだ遺物が多数出土していることにある。
古いものは、少数であるが縄文後晩期の鉢や弥生中期

の壺・甕等にはじまり、弥生後期に至ると後期前半から
末までの各様式の遺物がとりそろう状況である。新しい
ものは古代期と中世期の遺物が若干認められるが、古墳
時代に相当する土師器の壺･甕や須恵器の製品が全く見
られないことも、特徴としてあげられる。
調査の成果を踏まえ、遺構の変遷や各柵列の関連性な

どに着目し遺跡の時期的変遷について慎重に検討してゆ
きたい。 （土井光一郎）

位置図
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11. 中尾山
なかおやま

遺跡2次調査　
１ 所 在 地　 北条市上難波字中尾山
２ 所属時期 弥生時代中期末～古墳時代
３ 調査期間 平成14（2002）年1月7日

～平成（2002）14年2月18日
４ 調査面積 820㎡
５ 調査原因　 県道粟井浅海線道路改良
６ 担 当 者 伊賀上淳　松本敬彰
７ 調査概要
本遺跡は、北条市域北側にそびえる恵良山（標高

302.1m）の南東裾部の丘陵部に位置している。この丘陵部
分には、上難波古墳群が展開し、その一角に当たる。上
難波古墳群は発掘調査等による詳細な調査は行われてい
ないが、分布調査等によって各尾根ごとに小規模な群集
墳形成が見られ、墓の形態も横穴式石室・小竪穴式石
室・箱式石棺・土壙墓などが多岐にわたることが知られ
ている。
調査区は北の谷側に突出する支尾根頂上部（標高77m）

に位置する。この立地環境によって当該地は少し奥まっ
た位置にありながらも斎灘を眺望できる良好なロケーシ
ョンを有している。
調査区の山頂部より、主軸方向をN -15°- WとN -79°
- Wに持つ2基の隅丸長方形を呈する土抗墓（前者を土坑墓
1、後者を土坑墓2）と1口の小穴、西南斜面には2基以上か
らなる段状遺構を検出した。
土坑墓1からは、副葬品に当たる遺物の検出は認められ
なかったが、弥生中期後半期の甕を横に埋納したと考え
られる小穴に切り込まれていることから、弥生中期のも
のと考えられる。また、小穴出土の甕底部は焼成後穿孔
が認められる。同時期の遺構として段状遺構群が挙げら
れ、ここからは弥生中期後半期の坏内底面を焼成後穿孔
した高坏が出土している。
土坑墓2は土坑墓1と小穴を切り込んで造られている。
遺物は長さ90cm前後の緩やかな反りを有した湾刀一振と
石製小玉が4点が出土している。湾刀は鞘に収まったま
まの状況であった。刀の形状と斜面に転落した須恵器器
台の形状から5世紀中頃と考えられる。
調査の成果を踏まえ、土坑墓1と段状遺構から出土し

た遺物が同時期でいずれも穿孔されていることから遺構
の関連性や祭祀の在り方、また、土壙墓2において古墳
として墳丘の形成の有無など慎重に検討をしてゆきた
い。 （土井光一郎）
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12. 別
べっ

府
ぷ

遺跡
１ 所 在 地 北条市別府
２ 所属時期 古代～中世
３ 調査期間 平成13（2001）年6月29日

～平成14（2002）年3月25日
４ 調査面積 2,700㎡　　　
５ 調査原因 県道湯山高縄北条線道路改良
６ 担 当 者 伊賀上淳　松本敬彰
７ 調査概要
本遺跡は、愛媛県北条市別府に位置する。北条市の東

部に広がる高縄山系から西方の斎灘へ流れる河野川と高
山川に挟まれた位置にあり、両河川の浸食・堆積によっ
て形成された扇状地及び扇状地性氾濫原上に立地してい
る。今回調査を行った範囲の標高は、約20～22mである。
中央構造線の北側(内帯)の領家帯に属する本遺跡付近の
地質は、河川の流域を除き、ほとんどが花崗閃緑岩から
成っている。本遺跡は河野川の氾濫原上に遺構を掘り込
んで形成されるのが基本となっている。
調査区は大相院遺跡に続き12～14区として調査を行

い、12区からは古代の土坑・柱穴、中世の柱穴等を検出
した。古代の土坑から、赤色塗彩の大型の皿と鍛冶に使
用する鞴の羽口が出土したが、周辺に鍛冶遺構を検出す
ることはできなかった。出土した羽口も、あまり使用し
た痕跡がないこと、自然流路内からまとまった数の古代
の瓦が出土したこと、周辺に茶臼権現礎石があることか
ら考えると、当時、周辺に寺院・官衙もしくは有力豪族
の居館があり、鞴の羽口と赤色塗彩の皿は何らかの鍛冶
にかかわる祭祀に使用され、その後、埋められた可能性
が考えられる。
13・14区からは、中世の井戸遺構が4基と多数の柱穴

を検出した。出土した土師器の杯や皿から、14世紀後半
から15世紀前半と考えられる。また、井戸遺構のうち2
基(SE-001･SE-004)から笹塔婆が3本出土しており、うち1
本(SE-004出土)は赤外線を照射することにより、以下の
文字を読み取ることが可能である。

「迷故三界城　悟故十方空」
南無○伽用
「本来無東西　何処有南北」
南無○○○

この笹塔婆の出土状況から、これらの井戸では、廃絶
に伴う祭祀が行われた可能性が考えられる。（三好裕之）

10cm0

1:5

鞴の羽口 

赤色塗彩土師器皿 

12区土坑（SK-001）出土遺物

13区井戸遺構（SE-004）笹塔婆出土状況

位置図
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13. 大相院
だいそういん

遺跡
１ 所　　在 北条市善応寺・常保免
２ 所属時期 弥生時代前期末～中世
３ 調査期間 平成13（2001）年6月22日

～平成14（2002）年3月15日
４ 調査面積 6,000㎡
５ 調査原因 県道湯山高縄北条線道路改良
６ 担 当 者 三好裕之　今泉ゆかり
７ 調査概要
本遺跡は、愛媛県北条市善応寺および常保免に位置す

る。北条市の東部に広がる高縄山系から西方の斎灘へ流
れる河野川と高山川に挟まれた位置にあり、両河川の浸
食・堆積によって形成された扇状地及び扇状地性氾濫原
上に立地している。今回調査を行った範囲の標高は、約
45～65mである。中央構造線の北側（内帯）の領家帯に属す
る本遺跡付近の地質は、河川の流域を除き、ほとんどが
花崗閃緑岩から成っており、本遺跡の遺構もその風化土
を掘り込んで形成されるのが基本となっている。
県道湯山高縄北条線に伴う発掘調査は、平成11年度に

「善応寺畦地遺跡」の385㎡の範囲を、続いて平成12年6
月から13年6月にかけて「大相院遺跡」の6,900㎡の範囲
を実施した。今回の調査は、「大相院遺跡」の残存部
6,000㎡について平成13年6月22日から平成14年3月15日の
期間で調査を行った。なお、平成14年2月16日には、県
道改良事業に伴い調査を実施した大相院遺跡（仮称）及び
別府遺跡（仮称）の発掘成果を一般に還元するため、8区に
て遺跡の公開及び出土遺物を展示して現地説明会を行っ
たところ、400名を超す見学者が訪れた。
今回の調査では、4つの時期（弥生時代前期末～中期初

頭・弥生時代後期後半・古墳時代後期・中世）の遺構・遺
物を確認した。以下、それぞれの時期毎に概要を述べる
こととする。
弥生時代前期末～中期初頭の遺構は7・8区において検

出した。主な遺構は方形土坑・円形土坑等である。土坑
からは弥生時代前期～中期初頭と思われる甕の口縁や壺
の口縁などが多数出土した。円形土坑の断面は巾着形で
ある。これは、貯蔵穴の可能性が考えられる。今回の調
査では、周辺に同時期の住居等を確認することはできな
かった。
弥生時代後期後半の遺構は、5・6・7・8区において検

出した。5区では竪穴住居跡・自然流路・柱穴等を検出
した。竪穴住居跡は6棟あり、出土した遺物から後期後
半の遺構と考えられる。また、自然流路からは、後期後

5区自然流路遺物出土状況

10cm0

1:5

5区自然流路出土甕

7区竪穴住居跡

位置図
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半の遺物が大量に出土しており、このことから、周囲の
集落からの廃棄が行われていたことが推測される。また、
この自然流路内からは、重圏文系小形前漢鏡（中国製）と
考えられる鏡の破片も出土した。破断面を観察すると研
磨の痕跡がみられることから、破鏡と考えられる。県内
では同様の前漢鏡が若草町遺跡・文京遺跡で出土してい
る。6区では竪穴住居跡・土坑・柱穴等を検出した。竪
穴住居跡は3棟あり、そのうち2棟は出土した遺物から後
期後半の遺構と考えられる。もう1棟は削平を受けてお
り遺物の出土がないが、円形の竪穴住居跡であることか
ら後期後半の遺構であると推測できる。隣接する土坑は
出土遺物に若干の時期差があるものの後期後半の遺構と
考えられる。7区では竪穴住居跡・溝・土坑・柱穴等を
検出した。竪穴住居跡は11棟あり、狭い範囲で数回の建
替えを行ったものや拡張を行ったもの、多角形の焼失住
居がある。いずれも出土遺物から後期後半の遺構と考え
られる。8区では竪穴住居跡・自然流路・溝・土坑・柱
穴等を検出した。竪穴住居跡は6棟あり、数回の建替え
が行われている。いずれも出土遺物から後期後半の遺構
と考えられる。
今回の調査では、竪穴住居跡の約6割から住居の隅に

おいて、1～2個体の鉢形の土器を正位もしくは倒位で配
置した状態で検出した。これらの住居跡は他に出土遺物
があまりなく、かたづけられた様な状態であった。これ
らのことから、この集落では住居の廃絶もしくは移動の
時に鉢形の土器を住居の隅に置く祭祀を行ったと考えら
れる。
古墳時代後期の遺構として、6区において6世紀後半の

ものと思われる横穴式石室を検出した。石室内からは須
恵器・馬具・農工具等さまざまな遺物が出土している。
中世の遺構は、4区において溝・柱穴等を検出した。

遺物は14世紀と思われる土師坏・土師皿が出土してい
る。柱穴の並びによる建物等の確認は今回はできていな
いが、今後の整理作業で埋土等の検討を行い明らかにし
ていきたい。また、7区において、平成12年度の調査に
続き一部中世の土坑を検出し、その土坑内から短刀・龍
泉窯系劃花文青磁碗・粘板岩製風字硯が出土した。この
土坑の平面形は削平により不定形であるが、出土遺物よ
り墓坑の可能性がある。
以上の結果、弥生時代において、この地域では、かな

り古い段階（弥生時代前期末～中期初頭）から生活が営ま
れ、弥生時代後期後半には大規模な集落の運営が行われ
たことが考えられる。また、平成12年度に斜縁鏡（中国
製）、および今回の調査で重圏文系小形前漢鏡（中国製・

10cm0
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5区弥生時代面遺構配置図 
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現地説明会風景

破鏡）がこの集落から出土したことから、当時、かなりの
有力者がこの地を治めていたことが想像できる。
なお、平成12年度に出土した斜縁鏡（中国製）は、古墳

時代の斜縁鏡を除けば県内では松山市の文京遺跡に続く
2例目である。観察により、銘文が2字残存しているのが
認められ、1字は「長」もしくは「君」、もう1字は「宜」
と読み取ることが可能である。
中世における善応寺地区は、河野氏発祥の地といわれ

ており、5・6・7区は小字名から14世紀後半に河野氏が
創建した旧善応寺関連の遺構の検出が期待されたが、遺
跡全体の削平もあり、確実といえる成果は得られなかっ
た。しかし、河野氏が善応寺地区で力をつけ、西進し常
保免・別府を開発していく12世紀から13世紀の遺物や、
松山市の道後湯築城に拠点を移し、発祥の地である河野
郷土居館を善応寺として再開発したとされる14世紀の遺
物が数多く出土している。特に7区から出土した短刀・
龍泉窯系劃花文青磁碗・粘板岩製風字硯は、当時の河野
氏の力を示すものと考えられる。 （三好）

重圏文系小形前漢鏡

（拓影）
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14. 道
どう

後
ご

今
いま

市
いち

遺跡13次調査
１ 所 在 地　 松山市道後北代1294番地
２ 所属時期　　縄文時代後期～中世
３ 調査期間　　平成14年（2002）1月21日

～平成14年（2002）3月29日
４ 調査面積　 469㎡
５ 調査原因　　四国財務局樋又住宅建設
６ 担 当 者　　真鍋昭文　片上和美
７ 調査概要
本調査区は松山平野北部、道後城北地区に位置する。

地理的には石手川扇状地上に位置するが、北側の祝谷か
ら流入する大川や宮前川などの小河川が輻輳し、起伏に
とんだ複雑な地形が形成される。歴史的には文京遺跡と
ともに道後城北遺跡群の中核をなし、道後今市遺跡から
は平形銅剣が出土するなど、弥生時代には松山平野の先
進地域であったと考えられている。
道後今市遺跡は昭和56年以来、過去12次の調査が実施

されていて、本調査区は9次と10次調査のちょうど中間
地点に位置する。
調査の結果、縄文時代後期から中世にかけて3面の遺

構面とおよそ6時期の遺構・遺物を検出した。調査区は
南東から北西へむかって緩く傾斜するが、南西側は近世
以降の耕作等によって著しく削平を受けていた。
中世では13世紀前半を主体とする集落跡と、時期は特

定できないが13世紀以前の水田耕作土を確認した。水田
の遺存状況は悪く、面的に検出することはできなかった
が、用水路と考えられる溝（SD03,04）を検出した。集落跡
は水田耕作土の遺存する範囲を中心に整地が行われた
後、掘立柱建物跡（SB01）や土坑（SK01,04など）をはじめ多
数の柱穴が掘り込まれている。また、調査区の南西部で
はほぼ南北に延びる溝（SD02）を検出した。
弥生時代では調査区の南東角から北西角にむけて前期

末の旧河川（SR01）が検出され、SR01の北にほぼ南北を指
向する溝（SD05）を検出した。
縄文時代ではX層直上包含層中（VIII層）から突帯文期の

土器が極少量出土したほか、トレンチ調査を行い、散発
的ではあるが黄褐色シルト層（X層）上層中から後期の遺
物の出土を確認している。 （真鍋）
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15. 南
みなみ

斎
さ

院
や

土
ど

居
い

北
きた

遺跡2次調査
１ 所 在 地　 松山市南斎院町
２ 所属時期　　中世
３ 調査期間　　平成13（2001）年4月4日

～平成13（2001）年6月27日
４ 調査面積　 650㎡
５ 調査原因　　宮前川広域基幹河川改修
６ 担 当 者　 山下太志　中島弘二　北山育美

岡美奈子
７.  調査概要
本遺跡は、松山平野南部を流れる石手川の氾濫によっ

て形成された、沖積平野西部の微高地上（標高10m）に立地
している。
平成12年度に実施された1次調査では、1辺が約50m（半

町）四方の溝に囲まれた方形区画屋敷跡等が検出された。
今回の調査は、1次調査区の東側約20～50mの箇所を中

心に行われ、柱穴397口･土坑24基･溝18条･井戸1基･墓1
基･不明遺構4基が検出された。1次調査分を合わせると、
検出された柱穴1625口、土坑113基、溝50条、井戸6基、
墓8基となった。
柱穴は掘立柱建物跡としての組み合わせは明確ではな

いものの、その埋土は大きく二つに分けられることから、
遺構形成が複数回行われたと思われる。また、柱を抜き
取った後に瓦器椀や土師器皿などを入れた祭祀の痕跡が
みられるものがあり、出土遺物から12世紀末～13世紀と
考えられる。
土坑24基のうち、2基から人骨が検出された。土坑内

の人骨周辺の埋土には、焼土・炭化物が多く含まれてお
り、火葬遺構の可能性が考えられる。
溝は長軸方向が南北を指向するものが多く、土師器･

須恵器･瓦質土器･唐津焼や白磁等の中国陶磁器などが出
土した。これらの出土遺物からは、12世紀末～13世紀、
16世紀末～17世紀の2つの年代観が得られる。
墓は長径約2mの不整円形を呈しており、人骨(頭蓋骨)2
体が検出されたほか、その周辺からは完形の土師器の
皿･杯が出土している。その内2点の土師器杯には底部外
面に墨書されているものもみられた。1次調査でも、墓
から副葬品として、墨書された土師器の杯が複数出土し
ていることから、今回出土した土器も副葬品と考えられ
る。墓からは、頭蓋骨しか検出されておらず、今後、1
次調査の成果と比較検討し、葬送儀礼について考察して
いきたい。火葬遺構･墓はいずれも、柱穴や土坑･溝の集
中する地域からやや距離をおき、調査区北側に位置して

調査区位置図

調査区全測図

位置図
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いる。また、墓に隣接して井戸が検出されている。
井戸は、調査区北西部に位置する石組みで擂り鉢形を

呈する井戸である。平面形態は円形で、検出面の直径は
約80cm、深さ64cmで、水溜には直径約50cm･高さ約20cm
の曲物が使用されていた。石組みの残存状態は悪く、転
用されたことが考えられる。また、内側に転落した石の
中には、上面に焼成を受けた痕跡が見られるものもあっ
た。これは廃絶時の祭祀行為の可能性が考えられる。井
戸の周辺からは土師器の皿、内部からは砥石が出土して
いる。
不明遺構4基のうち、2基(SX-02･03)からは、土器片・

炭とともに礫が多く検出された。礫の中には焼成を受け
た痕跡が見られるものも多くあった。また、SX-03から
は、瀬戸焼の四耳壷が出土している。
出土遺物からは瓦器椀や土師器皿など13世紀段階と、

備前焼の甕や唐津焼の碗など17世紀段階の年代観を得ら
れるが、隣接する方形区画屋敷跡との関係を含めて今後
遺構についての考察を深めたい。
今回の調査区では、主要な遺構が1次調査区から広が

るように検出され、南西部に遺構が集中し、北東部にな
るにつれ希薄になっている。この現象は、方形区画屋敷
跡の東隣に始まる遺構群が幅約50mほどの広がりを持つ
ものであることを示している。このような50m～100m幅
を一つの基準とする集落の在り方は、周辺の古照地区の
中世の遺跡にも見られる特徴であり、これらの集落が結
合して、一つの村落を形成していると考えられる。
本遺跡は絶対年代の分かる木簡をはじめ、多量な遺物

が出土しており、井戸の型式や葬送儀礼など、中世の村
落の指標の一つと成り得る遺跡であると思われる。今後、
出土遺物や遺構の分析を通して、当地域の集落の景観を
復元し、合わせて方形区画屋敷跡の性格を明らかにして
いくことが課題である。 （北山）

完掘状況

柱穴内遺物出土状況

井戸検出状況
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遺跡2次調査
１ 所 在 地　 松山市南江戸
２ 所属時期　　中世
３ 調査期間　　平成13（2001）年6月1日

～平成14（2002）年3月31日
４ 調査面積　 3,550㎡（遺構面２面）
５ 調査原因　　宮前川広域基幹河川改修
６ 担 当 者　　山下太志　中島弘二　北山育美

岡美奈子　山中菊乃　
７ 調査概要
本遺跡は、松山平野南部を流れる宮前川や河川改修以

前の旧石手川の氾濫によって形成された、沖積平野西部
の微高地上（標高11m）に立地している。
平成2年度に松山市埋蔵文化財センターによって実施

された隣接地の1次調査では、13世紀後半の土師器の集
積遺構3基や掘立柱建物跡2棟等が検出されている。今回
の調査は、1次調査区の西側約40～100mの箇所を中心と
してI･II区に分けて調査を行い、13世紀後半～14世紀に
該当する第1遺構面、12世紀後半～13世紀に該当する第2
遺構面の2面を検出した。
第1遺構面からは、柱穴747口･土坑67基･溝124条･井戸

1基･土坑墓1基等が検出された。柱穴はII区の東側と中央
を流れる2条の溝（SD-01･118）によって区画された状態で
集中し、数も多いが、掘立柱建物としての組み合わせは
明確に復元できていない。柱穴集中域の北側では、石組
みですり鉢形を呈する井戸が検出された。曲物は据えら
れておらず、水溜部には小礫が積まれていた。
また、SD-01を境として、それぞれ南北･東西に長軸方

向を指向する溝が畝状に検出された。出土遺物や遺構検
出状況から、これらの畝状遺構は柱穴集中域と同時代の
遺構と考えられ、SD-01より東が居住区、西が耕作地で
あった集落景観が推察される。I区を流れるSD-01～03周
辺及び内部からは、完形を含む多くの土師器皿･杯や東
播系こね鉢などのほか、当時貴重とされていた白磁水注
が出土した。また、SD-02北側では、長軸方向に沿って
完形の土師器杯･皿が多く出土している。
第1遺構面と第2遺構面の間には厚さ30cmを超す黒褐色

粘質土の包含層が堆積していた。この層は土器片が非常
に密な状態で含まれており、局地的に完形の土師器皿･
杯等が集中して出土する土器溜まりが7基検出されてい
る。いずれも完形を含む土師器皿･杯が非常に多く、入
れ子状の重なりや、皿と杯が交互に並ぶ状態がみられた。
出土状況や点数の多さから、本遺跡の近隣に土師器生産

位置図

I区土器溜まり1検出状況

II区第2遺構面井戸(SE-01)検出状況

II区第2遺構面土坑墓(ST-01)検出状況
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施設の存在が考えられる。
第2遺構面からは、柱穴1595口･土坑171基･溝53条･井

戸6基･土坑墓3基･掘立柱建物跡2棟･配石遺構2基等が検
出された。遺構は、II区SD-109を境として西側と東側に
集中していることから、二つの集落が存在していたと考
えられる。柱穴の数は非常に多く、建物の建て直しが同
敷地内で複数回行われていたと思われるが、掘立柱建物
としての組み合わせは明確ではない。しかし、根石や柱
をが検出された柱穴も多く、柱を抜き取った後に土師器
皿･杯などを入れた祭祀の痕跡が見られることから、今
後の分析を通して掘立柱建物の復元が可能と思われる。
調査区中央の溝（SD-109）とともに特徴的だったのが、I

区からII区東側に続いていると思われるSD-101である。
埋土内からは土師器片･瓦器椀や国産陶器、中国陶磁器
片や滑石製石鍋の破片など多くの遺物が出土したが、そ
の出土状況から廃棄されたものと思われる。遺構の性格
としては、2条とも区画溝であったと考えられ、特にSD-
101については掘立柱建物跡を囲むように検出されてい
る点で興味深く、今後検討していく必要がある。
井戸は西側集中域に5基、東側集中域に1基検出された。
西側の5基は素堀りで、水溜部にはその内の2基に曲物、
1基に刳抜いた丸太が据えられていた。東側の1基は石組
みであったが、残存状態が悪く転用されたと思われる。
土坑墓は3基検出されたが、いずれも北枕で屈葬にさ

れたものと思われる。ST-01からは副葬品と思われる土
師器の皿が出土した。また、ST-03では、頭蓋骨の下に
枕石を置き、枕石の下に白磁片が埋められていることか
ら、当時の葬送儀礼的なものを示していると考えられる。
遺物は、土師器、瓦器椀、常滑焼、備前焼、貿易陶磁

器、東播系須恵器、三足羽釜、硯、石錘、漆塗りの木椀、
箸など多種多様なものが出土している。中には外地の土
器もみられることから、他地域との交流が深かった状況
が推察される。当時の一般庶民の間では所持されていな
かったような、細かな絵文様のある漆塗りの木椀や、大
量の陶磁器が出土していることから、ある種の階層が集
落の存続を担っていたと考えられる。
本遺跡では溝を境に遺構集中地域が存在しているとい

う点で、その時代における集落間の位置や距離的関係を
見ることができる。また、周辺の古照地域に存在する中
世の遺跡との関係も含めた概観を構築することによっ
て、この地域の中世の様相を明らかにできる資料になる
と思われる。 （北山）
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３　整理作業の概要

刊行した報告書の概要
本年度は下表にまとめたように第92集から第97集までの計6冊を刊行した。刊行した報告書の概

要は以下のとおりである。
「犬除遺跡2次調査」
本書は、主な石材に在地の頁岩を利用した縄文時代早･前･後期の石器製作跡として知られる津島

町犬除遺跡2次調査の報告書である。本書では、器種･石材組成などの属性を細部に渡り検証し、石
器製作工程の復元、その技術的特徴の把握、周辺地域との比較を行った。こうした精緻な分析や分
析に使用したデータを資料編として別冊で提示していることは今後の石器研究や報告書作成を行う
うえで重要な指針となると思われる。
「水戸森遺跡･七反山遺跡･今岡城跡」

内子町に所在する水戸森遺跡･七反山遺跡･今岡城跡の3遺跡の報告書である。特に水戸森遺跡で
は接合資料を含む後期旧石器時代の石器群がブロックを形成し、一括性の高い状況で確認できたこ
とが報告されている。今岡城跡では城跡の北端を調査し、深さ約3mの空堀と土塁が検出されている。
本書では今岡城跡の縄張り図を作成し再検討することで遺跡の歴史的位置づけを行っている。
「大久保遺跡･大久保1号墳」
小松町に所在する条里関連遺構が見つかった大久保遺跡と出現期前方後円墳である大久保1号墳

の報告書である。低地部で築造された周溝を有する纒向型前方後円墳である大久保1号墳は、総長
27.05ｍ、全長23.95ｍ、後円部径（中軸線上）15.70ｍ、前方部長8.25ｍ、くびれ部幅6.60ｍ、前方部
前面幅9.01ｍを測る。周溝内から出土した古式土師器は二重口縁壺と直口壺であり、その所属時期
から大久保１号墳の築造は東予地域初頭２の新しい段階、庄内３式併行期と考えられ、下っても布
留０式併行期よりも新しくなることはまず考えられないこと。さらに周溝の構造と転落石の検出状
況から、周溝底面に基底を有する石垣状の葺石が盛土と裏込め土を用いて構築されていた可能性が
高いことを報告している。条里関連遺構は坪界溝と里界溝が検出されている。里界溝は９世紀前半
に構築されたことがわかった。ただし他の条里関連遺構の全てが同時期というわけではなく、その
時期は依然として不明であり今後の課題となった。
「土居山遺跡」
川之江市に所在する土居山遺跡は、本年度に調査を実施し、報告書を刊行した遺跡である。内容

については本年報調査概要報告（11･12頁）を参照いただきたい。
「祝谷西山遺跡」

松山市城北遺跡群の北部に位置し、遺跡が集中する祝谷地区に所在する祝谷西山遺跡の報告書で
ある。弥生時代中期後半と中世の遺構が少量であるが報告されている。なお報告書の「まとめ」に
祝谷地区の主要な遺跡の消長を図と表でまとめている。
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シリーズ　番号 刊行年月 報告書名　掲載遺跡名 面積（m2） 

第92集 平成１３（２００１）年 １０月 犬除遺跡２次調査－主要地方道宿毛津島線緊急輸送路ネットワーク 整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 2,000

第93集 平成１３（２００１）年 １２月 水戸森遺跡･七反山遺跡･今岡城跡－四国縦貫自動車道建設に伴う埋 蔵文化財発掘調査報告書XVII　内子編－ 11,170

第94集 平成１４（２００２）年　３月 大久保遺跡･大久保１号墳－一般国道11号小松バイパス埋蔵文化財 調査報告書　第1集－ 5,500

第95集 平成１４（２００２）年　３月 土居山遺跡－新製紙試験場（仮称）整備事業に伴う埋蔵文化財調査 報告書－ 1,000

第96集 平成１４（２００２）年　３月 祝谷西山遺跡－主要地方道松山北条線整備に伴う埋蔵文化財調査報 告書－ 680

第97集 平成１４（２００２）年　３月 道後町遺跡－都市計画道路東一万道後線（道後工区）整備に伴う埋 蔵文化財調査報告書－ 3,450

平成13（2001）年度　報告書刊行一覧



「道後町遺跡」
松山市城北遺跡群の東部に位置し、道後今市遺跡、岩崎遺跡、そして湯築城跡に近接する道後町

遺跡を調査した全17区の内、1～12区の報告書である。弥生時代の遺構は、前期末～中期初頭の溝
や土坑が少量であるが検出されている。当該期の遺構は13区以東に多くなる傾向が認められる。中
世の遺構として特筆できるものは15世紀後半のSD03である。当遺構は直線で約109mを測り、直角
に北側に屈曲していることから一町を単位とした方形区画溝との報告がされている。区画内は残念
ながら調査区外であったため、その構造は不明と言わざるを得ないが条里地割や館など様々な可能
性が考えられ、今後の周辺の調査に期待したい。

整理作業の経過概要
各事業とも基礎整理作業が多く、遺物の洗浄・注記・復元、各遺物の実測、そして遺構図の合

成・観察表の作成などが主であった。特にその経過で遺跡の評価に関わる成果が認められた整理作
業の概要は次のとおりである。
弥生時代中期における道前平野の拠点集落である東予市の久枝Ⅱ遺跡では、出土した被熱変形土

器について電子スピン共鳴（ＥＳＲ）法を応用してその被熱温度を特定する分析を実施した。被熱
温度の状況から高温作業で行う生産関連機能を推定することで拠点集落の特定機能の一端が解明さ
れることが期待される。
小松町大久保遺跡大久保･竹成地区では弥生時代前期末～中期初頭の舶載鋳造鉄器片が出土して

いる。保存処理を終えた鉄器片には加工痕が認められ、その多くが加工斧としてリサイクルされ使
用されていたことが判明している。
双海町の東峰遺跡と高見Ⅰ遺跡はともに後期旧石器時代の遺跡として、広域降下火山灰による層

位的裏付けをもとに剥片剥離技術や石器組成が検討され、県内においては代表的遺跡となった。大
洲市の底なし田遺跡では遺構は希薄だが、遺物では弥生時代中期の西南四国型甕や石器の種類など
が豊富で、周辺に集落が存在していると考えられる。
大洲市の元城跡は遺構図などの検討の結果、戦国時代末期の南予地域の中では横堀と畝状竪堀を

配するなど特異な形態を有していることから、長宗我部氏が侵攻の拠点として整備した城であると
位置付けられる。大洲市中城跡の調査範囲は後世の開墾などによって当時の遺構はほとんど消滅し
ている事がわかったが、16世紀の貿易陶磁器は僅かに出土している。
国内最大級の大溝（環濠）を検出した松山市祝谷畑中遺跡では写実的な弥生土偶が出土しているこ

とはすでに周知のことである。大溝内から多量に出土した弥生土器には北部九州系の土器も含まれ
ており、その多様性の片鱗が窺われる。弥生土偶も含めた弥生土器の分析成果が今後期待される。
松山市道後町遺跡13～17区までの基礎整理作業を実施し、弥生時代前期末の土坑から他地域から

の搬入と思われる土器が出土していることが確認された。
なお次頁では上記で紹介した整理作業の経過概要の中から、道後町遺跡で出土している弥生土器

について、その資料を紹介している。各方面からの教示を得て、今後の報告書作成の一助としてい
きたい。

（柴田昌児）
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道後町
どうごまち

遺跡出土の西南四国型土器　
道後町遺跡は平成11～12年に発掘調査を実施し、多

数の遺構を検出している。中でも15区では、弥生時代
前期末～中期初頭のものと考えられる袋状土坑を含む
46基の土坑を検出し、多くの弥生土器が出土している。
今回掲載した遺物は15区で検出された袋状土坑SK08
から出土した甕である。
甕は倒卵形の体部を呈し、肩部から長く緩やかに外

反する口縁部を有している。肩部には5条の貼付微隆
起突帯文が施され、上下からの押圧が顕著に認められ、
ツメ痕も残存している。口縁端部外面には、端部に接
して2条の微隆起突帯文が施され、2条とも結束せず、
同じ箇所で下垂している。外面調整は肩部文様帯下位
で板状工具による擦痕、上位でナデが認められる。土
器胎土には赤色硅質岩粒が含まれている。
この土器は高知県と愛媛県南部に広く分布する『西

南四国型甕形土器』であり、その初原的形態(註1)の一

つと考えられる。類例は高知県の田村遺跡、西ノ谷遺跡、
具同中山遺跡、愛媛県大洲市底なし田遺跡で出土して
いる。
本例はその胎土に赤色硅質岩粒を含むことから大洲

あるいは宇和町周辺の地域で製作された可能性が高
く、本遺跡に搬入されたものと考えられる。遺構共伴
遺物とし在地の広口壺が出土しており、その土器は弥
生時代前期末(柴田編年Ⅱ-1様式) (註2)と考えられる。
西南四国型土器が西南四国地域以外で在地土器と共

伴して遺構から出土する例は稀であり、その相対年代
や地域間交流を知るうえで貴重な資料となるものと考
えられる。

（寺嶋信三･柴田昌児）

(註記)          

註1 柴田昌児2000「四国西南部における弥生文化の成立過程」『突帯文と遠賀川』

註2 柴田昌児2000「愛媛県東部地域」『弥生土器の様式と編年-四国編-』木耳社

位置図

出土した西南四国型甕形土器

0 5cm

1    :    3

〈資料紹介〉

出土した西南四国型甕形土器
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