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序　　文

財団法人愛媛県埋蔵文化財センターは、愛媛県内における埋蔵文化財に関する調査
研究及び県民への埋蔵文化財の保護思想の涵養と普及を図ることを目的に昭和52年に
設立され、事業者からの委託を受け、発掘調査を行うとともに現地説明会や遺跡展な
どを開催し、多くの方々の参加をいただいております。また、関係諸機関とも積極的
に協力し、埋蔵文化財に対する保護思想の普及や県内外への情報発信に努めていると
ころでございます。
このたび平成16年度に当センターが実施した事業概要を取りまとめた年報「愛比売」
を刊行することになりました。本書は、当センターが発掘調査を実施した22遺跡につ
いての概要を中心に一冊にまとめたものです。そして整理・報告書作成事業ならびに
発掘調査に伴う現地説明会などの普及概要についてもまとめております。
本書が地域の歴史や考古学研究の資料としてご活用いただき、さらに県民の方々の
身近にある埋蔵文化財の保護の重要性に対するご理解と地域の歴史への関心に役立ち、
生涯教育の一端を担うことができれば幸いと存じます。
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申し上げます。

平成17年5月
財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター
理事長　　　　　　　野　本　　俊　二
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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16(2004)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 本文・図で用いている略記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　SX：性格不明遺構
7 本年報の編集は池内明・岡美奈子・西岡武志の協力を得て、柴田昌児が行った。
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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、我が県の土地開発の発展の中で、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

3 事務所所在地
本　　　　　部 愛媛県松山市三番町4丁目10番地1
重信整理事務所 愛媛県東温市田窪字井口36番8号

昭和52(1977)年５月24日

５月31日

６月９日

６月20日

８月８日

12月８日

昭和53(1978)年１月１日

４月１日

昭和55(1980)年４月１日

７月18日

昭和57(1982)年８月１日

平成元(1989)年４月１日

平成２(1990)年４月１日

平成３(1991)年４月１日

平成８(1996)年３月11日

平成９(1997)年４月１日

平成12(2000)年４月１日

平成14(2002)年４月１日

平成15(2003)年４月１日

発起人会議開催される。

愛媛県教育委員会へ設立許可申請書を提出する。

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。

松山地方法務局へ設立登記申請する。

第１回理事会を開催する。

第１回評議員会を開催する。

調査員2名を採用する。

伊予郡砥部町へ整理事務所を借地により開設する。

県から教員が調査員として派遣される。

事務局を愛媛県庁第二別館へ移転する。

徽章を制定する。

県から担当主任が派遣される。

事務局を県庁第一別館へ移転する。

温泉郡重信町へ整理事務所を移転する。

衣山整理事務所を開設する。

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。

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

県庁第二別館に移転する。

道後公園(湯築城跡)の管理運営を県から委託される。組織改正に

より総務課企画普及係を設置、事務局を県庁第一別館に移転する。

事務局を愛媛県三番町ビルに移転する。
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4 役員名簿
平成16(2004)年度

5 平成16(2004)年度組織及び職員

理事長 野本俊二
常務理事 天野全二

仙波令巳
森　光晴
塩出皓治
菅原正夫
日野利夫
中矢陽三
赤松　環
岡　省吾
田所清二
保木俊司
池川孝文

評　議　員

県文化財保護審議会委員
県町村会長(小松町長)
県教育委員会事務局文化スポーツ部長

県町村会事務局長
県教育委員会事務局教育総務課長
県教育委員会事務局文化スポーツ部文化財保護課長

愛媛銀行常勤監査役

役
　
　
員

松山市教育委員会教育長
県生涯学習センター嘱託研究員
県町村教育長会長(重信町教育長)

愛媛県教育委員会教育長
財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター参事
県文化財保護審議会委員

理　事

幹　事

参事（兼常務理事） 天野全二
総務課 総務課長 真山　勉

専門員 田井一政
主事 相原正明
臨時補助員 河野有美 下村　舞 児玉典子 森加代子

中田瑞穂（平成16年5月退職）
　湯築城資料館 館長 藤原正継

企画普及係長 中圓尾正
学芸員 松村さを里
嘱託員 柴田圭子
臨時補助員 玉井友子 松尾あき子（平成16年4月退職）

調査課 調査課長 沖野新一
調査第一係長 岡田敏彦
主任調査員 西川真美 柴田昌児
調査員 土井光一郎 日和佐宣正 高田明知 立花　卓

小野振一郎 片岡大介 山中孝重
嘱託員 今泉ゆかり 若杉美香 岡美奈子 藤本清志
臨時調査員 中野邦子（平成16年4月退職）
調査第二係長 中野良一
主任調査員 多田　仁
調査員 山内英樹 池尻伸吾 槙光一郎 小笠原啓二

中島義人 越智憲悟 和田正人
嘱託員 楠麻衣子 北山育美 兵藤千晶
臨時調査員 田中宏幸 松本佳子（平成16年4月退職）
調査第三係長 高橋勧次
主任調査員 眞鍋昭文
調査員 三好裕之 三好一史 児島祥之
嘱託員 寺島信三 平岡孝司 鎌土奈々
臨時調査員 西岡武志 菅野裕子（平成16年4月退職）

　調査第一係

　調査第二係

　調査第三係
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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16(2004)年度埋蔵文化財調査事業

平成16(2004)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。
「第1回考古資料特別展　愛媛県埋蔵文化財調査センター発掘調査速報展」

［平成16年7月17日～8月29日］
「第2回考古資料特別展　善応寺大相院遺跡出土資料展」

［平成16年10月17日～12月5日］

発　掘 整　理

松 山 管 内 124,241 7,922 243,810,000

2,700

(17,500)

地域振興整備公団 今 治 新 都 市 19,600 3,500 91,224,000

3,300

(179,200)

愛 媛 県 壬生川丹原線ほか 7,724 39,252 239,254,000

157,565

(196,700)

金　額（円）

(試掘調査対象面積)

(試掘調査対象面積)

(試掘調査対象面積)

3,550 42,840,000

30,345,000

54,224 647,473,000合　　　　　　　　計

備　　　　　考

国 土 交 通 省
大 洲 管 内

四国横断自動車道日 本 道 路 公 団

委 託 者 事 業 名 称
面　積（m2）

No. 遺　跡　名 所　在　地 調　　査　　原　　因 調　査　係 所　属　時　期
1 上分西遺跡 四国中央市上分町 国道11号川之江三島バイパス建設 調査第一係 縄文時代～中世

2 下石床遺跡 四国中央市中曽根町 国道11号川之江三島バイパス建設 調査第一係 中世

3 松原遺跡 新居浜市松原町・西喜光地町 国道11号新居浜バイパス建設 調査第一係 弥生時代・中世・近世

4 松ノ丁遺跡 西条市小松町北川松ノ丁 国道11号小松バイパス建設 調査第一係 弥生時代・古代

5 大開遺跡 西条市小松町北川大開・大塚 国道11号小松バイパス建設 調査第一係 弥生時代・古代

6 大開遺跡2次 西条市小松町北川 二級河川都谷川河川改良事業 調査第三係 古代

7 大久保遺跡 西条市小松町妙口大久保 国道11号小松バイパス建設 調査第一係 縄文時代・古代

8 願連寺元泉遺跡A区 西条市丹原町願連寺 壬生川丹原線 調査第二係 弥生時代・中世・近世

9 馬越和多地遺跡2次 今治市馬越町 浅川水系日吉川河川改修工事 調査第三係 中世

10 別名寺谷Ⅰ遺跡 今治市別名 今治新都市開発 調査第二係 弥生時代～古代

11 高橋向谷2号墳 今治市高橋 今治新都市開発 調査第二係 古墳時代

12

高橋仏師3号墳

今治市高橋 今治新都市開発 調査第二係 古墳時代

13

高橋仏師Ⅱ遺跡

今治市高橋 今治新都市開発 調査第二係

弥生時代～古代

14

高橋仏師2号墳

今治市高橋 今治新都市開発 調査第二係 古墳時代

15

高橋仏師1号墳

今治市高橋 今治新都市開発 調査第二係 古墳時代

16

高橋仏師Ⅰ遺跡

今治市高橋 今治新都市開発 調査第二係

古墳時代

17 猿川遺跡(仮称) 北条市猿川西ノ森 県道北条玉川線整備 調査第三係 縄文時代～中世

18 大畑遺跡 松山市下伊台町 県道松山北条線整備 調査第三係 縄文時代～中世

19 千足遺跡1次調査 伊予郡砥部町千足 一般国道33号砥部道路整備 調査第一係 中世

20 下川遺跡 西予市宇和町下川 四国横断自動車道(三間宇和間)建設 調査第二係 旧石器時代・縄文時代・近世

21 務田遺跡 北宇和郡三間町務田 宇和三間線 調査第二係 弥生時代・中世・近世

22 柿の木西方寺遺跡 宇和島市祝森 一般国道56号宇和島道路建設 調査第一係 縄文時代・中世
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四国・埋蔵文化財センター巡回展
四国四県と松山市の埋蔵文化財センターが共催し、次の事業を四国内4会場で実施した。
「発掘へんろー遺跡でめぐる伊予・土佐・讃岐・阿波ー」
愛媛会場:松山市考古館　　　　　　　　　　［平成16年4月24日～6月27日］
高知会場:高知県埋蔵文化財センター　　　　［平成16年8月24日～10月29日］
香川会場:香川県歴史博物館　　　　　　　　［平成16年12月16日～平成17年2月6日］
徳島会場:徳島県立埋蔵文化財総合センター　［平成17年2月12日～3月27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16年度は下記の　

3遺跡で開催した。

「発掘調査現場」見学の受け入れ
主催団体・実施日・場所
四国中央市立上分小学校　平成16年4月30日　四国中央市上分町『上分西遺跡』
北条市立立岩小学校　　　平成16年5月18日　北条市猿川西ノ森『猿川遺跡』

「発掘体験」学習の受け入れ
主催団体・実施日・場所
西条市立丹原東中学校　　平成16年7月9日　西条市丹原町願連寺『願連寺元泉遺跡』

3.道後公園(湯築城跡)関係事業（寄附行為第4条第4号）

委　託　者 事　業　(業務)　名　称 金　額（円） 備　　考

愛媛県(土木部) 道後公園管理業務 53,043,900

愛媛県(教育委員会) 国史跡湯築城跡普及啓発事業 2,629,200

合　　　計 55,673,100

遺　跡　名 実　施　日 場　　所 参　加　人　数
大 開 ・ 松 丿 丁 遺 跡 平成16年7月3日 西 条 市 小 松 町 130名
柿 の 木 西 方 寺 遺 跡 平成16年12月8～11日 宇 和 島 市 祝 森 177名
高 橋 仏 師 1 ・ 2 号 墳 平成17年3月19日 今 治 市 高 橋 200名

高橋仏師1・2号墳　現地説明会
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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16年度事業は、前年度からの継続となる国土交通省事業の「松山管内埋蔵文化

財調査」・「大洲管内埋蔵文化財調査」の2件であった。
松山管内埋蔵文化財調査は国土交通省松山河川国道事務所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・松山インター関連・砥部道路の6路線において発掘調査・整理
作業・試掘調査を実施したものである。大洲管内埋蔵文化財調査は宇和島道路1路線における発掘
調査・整理作業・試掘調査を実施したものである。
[発掘調査]

発掘調査を実施したのは、松山管内埋蔵文化財調査において川之江三島バイパスの上分西遺跡6
～8区と下石床遺跡、新居浜バイパスの松原遺跡2・3・4区、小松バイパスの大久保遺跡Ｅ区と大開
遺跡４・５区および松ノ丁遺跡の残地部分、砥部道路の千足遺跡である。大洲管内埋蔵文化財調査
では宇和島道路の柿の木西方寺遺跡である。
上分西遺跡では、平成14年度から実施している調査で縄文時代から居住が開始され、弥生時代に

は竪穴住居が営まれるなど生活域が拡大、中世においては検出した建造物の方位に2方向、溝状遺
構に1方向の企画性が見られることなどが判明した。下石床遺跡では中世の掘立柱建造物1棟(2間×3
間)を検出し、周囲には庇または柵列と見られる柱穴も確認できた。松原遺跡では2区で2棟・3区で4
棟の弥生時代中期の竪穴住居を検出し、3区の竪穴住居からは県内初例となる畿内系の水差形土器
が出土、讃岐地方以東の地域との交流を示唆している。また4区では中世の掘立柱建造物3棟も検出
している。大久保遺跡ではＥ区の調査を実施し、条里溝や土坑・小柱穴群を検出、8～9世紀の須恵
器が出土している。また、縄文時代晩期後半の土器とともにサヌカイト剥片が出土している。大開
遺跡4・5区では石鏃およびサヌカイト剥片や分銅形土製品などが出土した弥生時代中期後半の竪穴
住居とともに8～9世紀の土器や瓦が出土し、遺跡に隣接する法安寺跡との関連が伺われる。千足遺
跡では13世紀末から14世紀前半と14世紀後半の2時期の中世遺構面を調査し、掘立柱建造物や土
坑・溝などを検出、出土遺物の9割が土師器杯・皿である。柿の木西方寺遺跡では2遺構面の調査を
行い、上層では中世の掘立柱建造物2棟・柵列3条を検出、下層では縄文時代早期の楕円押型文土器
をはじめ縄文時代前期・後期の土器や石器が出土している。
なお、小松バイパス大開・松ノ丁遺跡、宇和島道路柿の木西方寺遺跡において一般県民向けの現

地説明会を開催している。
[試掘調査]

試掘調査は川之江三島バイパス・今治小松道路・砥部道路・宇和島道路で実施した。
川之江三島バイパスでは上分西遺跡の東側において試掘調査を実施し、古代から中世の遺構面を3
面確認した(上分乗安遺跡)。また、バイパス西側延伸部においても試掘調査を実施し、遺構・遺物
を確認した範囲は下石床遺跡として本調査を実施した。今治小松道路では今治市長沢から朝倉村朝
倉下にかけて試掘調査を実施し、約11万m2の試掘範囲において7万m2以上の範囲で遺構・遺物を確
認しており、さらに確認した遺物も弥生土器・須恵器などが良好な状態で出土していることから計
画的な発掘調査が必要な路線である。砥部道路では千足遺跡の北側において中世の遺構の広がりを
確認している。宇和島道路でも試掘調査を実施し、「長松寺城跡」において地山の削り込み・盛り
上げなど城郭として地形を改変している状況を確認している。
[整理作業]

各路線で整理作業も行われ、今治小松道路では「久枝遺跡」「久枝Ⅱ遺跡」「本郷Ⅰ遺跡」の発掘
調査報告書の刊行とともに、次年度の報告書刊行に向け小松バイパスの「大久保遺跡」の原稿執筆
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が進められ、松山インター関連の「北井門遺跡」では、遺物実測の完了を受け遺物写真撮影を実施
するなど報告書刊行に向けた作業を進めている。 (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、愛媛県の委託を受けた2件と都市再生機構(旧地域振興整備公団)の委

託を受けた5件、さらに道路公団の委託を受けた1件の発掘調査を実施した。また、道路公団の委託
を受けた2件の試掘調査も実施した。
整理作業は、愛媛県の委託を受けた4件・11遺跡について実施した。

［発掘調査］

県の委託を受けた北宇和郡三間町の務田遺跡と西条市丹原町の願連寺元泉遺跡の調査を実施し
た。いずれも県道の拡幅に伴う調査で、務田遺跡では丘陵先端頂部の平坦面から中世(16世紀)の小
規模な掘立柱建物を検出した。遺跡は鬼北地方(高知方面)、峠越で宇和地方、吉田方面(法華津湾)へ
抜ける道路の合流地点に位置していることから、見張台的な役割を果たしていたものと考えられる。
願連寺元泉遺跡は狭い範囲の調査であったが、中世(15世紀頃)の屋敷地と考えられる約45mの長さ
をもつ方形区画溝の北辺が検出された。過年度に調査された西側に隣接する地区でも、別の方形区
画溝の北辺が検出されていることから、この地区では溝に区画された屋敷地が連続した在り方を示
していることが明らかとなった。時代的にはやや古いが、松山平野に所在する樽味遺跡の様相との
比較など中世村落研究のための重要な遺跡として評価できる。
平成13年度から新都市開発に伴って行われている今治市の調査は、高橋と別名に所在する各遺跡

について実施された。高橋地区では一つの尾根筋で、4基の古墳と2基の土坑墓および1基の箱式石
棺を検出した。そのうち高橋仏師1号墳は前方後円墳で、墳丘からは県内では珍しい鶏形の埴輪が
出土している。1・2号墳ともに埋葬主体は横穴式石室で、完形の須恵器や鉄器など豊富な副葬品が
残存しており、特に2号墳の石室床面からは儀鏡など珍しい遺物も出土している。墳墓および古墳
の築造位置や時期は、最も高い位置で検出された高橋仏師Ⅰ遺跡の1号主体から始まり、丘陵先端
に近い高橋仏師3号墳へと連続し、概ね4世紀前半から6世紀後半の時間幅を有す。同一尾根から派
生した別の丘陵でも、横穴式石室をもつ6世紀の円墳2基が調査されている。今後、各古墳の詳細な
分析を行い、丘陵下の集落とあわせて墓域と居住域との関係などについて考察していかなければな
らない。一方、高橋仏師Ⅱ遺跡は丘陵の間の小開析谷に営まれた遺跡で、古代の段状遺構が検出さ
れた。各小開析谷の集まる最前庭部では古代の掘立柱建物遺構が多数検出され、布目瓦も出土して
いることから寺や官的施設が造営されていた可能性が考えられている。これらの遺跡と合わせて評
価しなければならない。
別名寺谷Ⅰ遺跡では開析谷の最奥部に古代の生活跡が検出された。特筆されるのは直径20～30cm

程度の円形鍛冶炉で19基が一箇所に集中して検出されている。隣接する別名端谷Ⅰ遺跡でも鍛冶炉
が検出されたが両者は構造が全く違っており、それぞれの機能の解明が重要であろう。出土遺物は
種類や量が豊富で、緑釉・灰釉陶器をはじめ畿内産黒色土器や越州窯青磁碗・風字硯など官的な性
格を示すものが出土している。遺跡の営まれた時期幅を明確にし、隣接する同時期の遺跡も含めて
遺跡の性格を明らかにしなければならない。
宇和町で行われた下川遺跡の調査では、縄文時代早期包含層から石核や剥片が出土している。ま

た、後期旧石器時代の遺物もみられ、テフラ分析の結果と合わせて位置付けが可能となるだろう。
一方、近世陶磁器は17・18世紀の製品が多く、遺跡の立地や出土の状況からみて一軒の家で使用

されていたものと考えられる。このようなまとまった資料は宇和町においては初めての出土であり、
使用されていた食器類の器種や生産地などが明らかになることで、当時の生活や流通状況を考える
うえで重要な資料となるであろう。
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［試掘調査］

三間町の四国横断自動車道予定地内で実施された試掘調査は、低地と一部丘陵斜面部において実
施したが、期待されていた縄文・弥生時代の遺構・遺物はまったく検出されず、遺跡と認定できる
エリアはなかった。
［整理作業］

西条市で行われた東予玉川線建設や、壬生川丹原線の拡幅に伴う発掘の成果をまとめた報告書を
刊行した。東予玉川線では縄文時代早期から中世までの遺構・遺物を検出した5遺跡をまとめた。
考察では各遺跡で特徴的な遺構・遺物を選定し、周辺遺跡との比較などに努めた。壬生川丹原線で
は各調査区は狭いが、過年度調査分と合わせて弥生時代や中世の集落範囲や特徴についてまとめた。
先述した三間町の務田遺跡では、出土遺物は極めて少量であったが、建物の柱間の寸法などから

時代を推定した。 (調査第二係長　中野良一)

調査第三係事業概要
平成16年度の調査第三係の担当事業は、愛媛県からの委託事業が5件であった。

〔発掘調査〕

西条地区では、二級河川都谷川河川改良事業に伴う調査(大開遺跡2次)を実施した。
大開遺跡2次調査では竪穴住居や掘立柱建物、土坑、溝、柱穴、小穴等を検出し報告書にまとめ

た。
今治地区では浅川水系日吉川の河川改修工事に伴う調査(馬越和多地遺跡2次)を実施した。馬越和

多地遺跡2次調査では掘立柱建物や土坑、溝、井戸、柱穴・小穴等を検出している。遺物や遺構は、
調査範囲が狭く断片的なものではある。しかし、12世紀から14世紀にかけての遺物が一定量認めら
れ、該期の集落が馬越周辺に存在し、比較的広範囲に及んでいる可能性も考えられる。本遺跡の南
西80mには、今治市教育委員会が調査した馬越和多地遺跡1次調査があり、本遺跡との関連性も含め
て、今後の整理作業に期待したい。
松山地区では県道松山北条線道路改良工事に伴う調査(大畑遺跡)・県道北条玉川線道路改良工事

に伴う調査(仮称猿川遺跡)を実施した。
大畑遺跡では竪穴住居や貯蔵穴、土坑、溝、井戸、自然流路、柱穴等を検出、報告書にまとめた。
仮称猿川遺跡では土坑、溝、集石遺構、柱穴、杭跡等を検出した。

〔整理作業〕

県道北条玉川線では発掘調査と並行して遺物の洗浄・注記を行い、現地調査終了後は実測・拓本
等の整理作業を行った。
『大畑遺跡－県道松山北条線整備に伴う埋蔵文化財調査報告書－』、『道後町遺跡Ⅱ－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－』、『大開遺跡2次－二級河川都谷川河
川改良事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－』の報告書を刊行することができた。「大畑遺跡」では
遺跡の時代的な変遷と河野氏との関係を、また、「道後町遺跡Ⅱ」では遺跡の変遷を、さらに「大
開遺跡2次」では古代の大開遺跡と甕の形態と製作技法上の特徴を明らかにするなどの成果をあげ
ることができた。 (調査第三係長　高橋勧次)

普及啓発事業概要
広く県民の方々にセンターの活動内容を知っていただくとともに、愛媛県内の考古学資料の基礎

資料として活用されることを期待し、年間の事業概要をまとめた「愛比売―平成15年度年報―」と
職員の自己研鑽の調査研究をまとめた「紀要愛媛―第5号―」を刊行した。
現地説明会は小松町の「大開・松ノ丁遺跡」・宇和島市の「柿の木西方寺遺跡」・今治市の「高



橋仏師谷1・2号墳」で実施した。「柿の木西方寺遺跡」では、単日開催ではなく、4日間の日程で現
場事務所に出土遺物・現場写真パネルを展示し、期間中随時見学者を受け付ける方法で説明会を実
施した。現地説明会の開催および実施状況・現地説明会資料は随時ホームページ上に掲載している。
考古資料展では愛媛県歴史民族資料館と共催で「発掘調査速報展」「善応寺大相院遺跡出土資料

展」を開催するとともに、今年度からの取り組みとして四国地区埋蔵文化財センター5団体合同で
「発掘へんろ―遺跡でめぐる伊予・土佐・讃岐・阿波―」を共催した。
その他では、愛媛県総合科学博物館・愛媛県生涯学習センターなどの講座へ講師派遣、小・中学

校の児童・生徒の発掘調査や現場見学の受け入れや県内外の関係機関への調査協力などを通じ、埋
蔵文化財の普及啓発に努めた。 (調査第一係長　岡田敏彦)

-9-

大開・松ノ丁遺跡　現地説明会(遺構説明)

大開・松ノ丁遺跡　現地説明会(パネル展示)





2 発掘調査を実施した遺跡の概要



-12-

平成16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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位置図

6区3面目　完掘状況

1.上分西
かみぶんにし

遺跡
１　所 在 地 四国中央市上分町
２　所属時期 縄文時代後期～中世
３　調査機関 平成16(2004)年4月5日

～平成16(2004)年12月28日
４　調査面積 4,610m2

５　調査原因 国道11号川之江三島バイパス建設
６　担 当 者 日和佐宣正　小野振一郎　岡美奈子
７　調査概要

本遺跡は、宇摩平野東部を流れる最大河川である金生
川によって形成された扇状地の扇央西端部に立地してい
る。本年度は6・7区については前年度に引き続き3面目
から、併せて7区の西南側の調査区を8区として発掘調査
を実施した。
6区3面目(弥生)では、竪穴住居1基・溝4条・土坑7基・

柱穴66基を検出した。竪穴住居は検出面で南北5.96m・
東西5.72m・深さ周壁溝で0.39m(北側)・中心部0.45mの規
模を有している。柱穴は検出されず、また、中央部分に
わずかな凹みがあるものの、炉と特定できる状況ではな
かった。また、多数の柱穴は、1面目及び2面目で検出し
た柱穴とともに掘立柱建物を復元することができるた
め、中世の遺構と考えられる。
続いて、調査区南半分において土器を内包する3面目

遺構検出面を除去したところ、新たな遺構を検出するこ
とができたため、これを4面目として調査した。検出し
た遺構は溝2条・柱穴4基である。この4基の柱穴は1面
目・3面目の柱穴とセットで3間×1間、桁行方位N-80ﾟ-
Wの掘立柱建物を復元することができた。
以上、6区においては前年度から本年度にかけて4面と

して調査を行ったが、既述のように検出面が異なってい
る遺構が一体のものとして解釈可能であった。掘立柱建
物の復元案において重なり合う状態がみられることか
ら、数次の建て替えが行われていたと考えられる。
7区は住宅及び水田であった調査区で、前年度までに1

面目・2面目の調査が終了している。本年度は黒褐色の
包含層を除去した3面目遺構の検出作業から実施した。
検出した遺構は、掘立柱建物3棟・溝2条・土坑10基・柱
穴93基・自然流路5条・不明遺構2基である。
調査区中央部西側で検出したSI3004はほぼ南北正方位

(N-10ﾟ-W)の方形住居で柱穴の位置から4本柱構造と考え
られるが、実際には柱穴は3基しか検出できなかった。
このSI3004の北側で検出したSI3001は円形に近い不定形

7区3面目　完掘状況

7区SI3001、SI3004 完掘状況
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の住居で、埋土から古墳時代前期の器台の破片が出土し
ている。また、調査区中央部東側で検出した方形の竪穴
住居SI3003は調査区外への広がりが確認されたため、隣
接する8区との間の水路を移設し、8b区として調査して
検証を行った。その結果、SI3003は略方形で2本柱構造
の小規模な竪穴住居であることが確認できた。
続いて、3面目の遺構を完掘した後、調査区北東壁面

の観察において溝状の落ち込みが確認できたため、部分
的に3面目形成層を除去し4面目として調査した。4面目
で検出した遺構は土坑状遺構1基・柱穴6基・自然流路7
条であった。柱穴群から7区内のみで桁行方位N-4ﾟ-Wの
2間×3間の掘立柱建物を復元することができるが、3面
目遺構と近似する遺構埋土から上面の遺構の可能性も否
定できない。なお、4面目調査後、遺構面形成層中に縄
文土器を含んでいる本調査区南半西部で縄文土器の検出
に努めた。6区側から広がる灰色粗砂礫の高まりが7区に
かけて下降しており、この微高地周辺に堆積したと考え
られる黒褐色シルト層中にこれらの土器は含まれてい
る。大量の縄文土器が比較的良好な状態で出土している
ことから、6区に続く微高地にはもともと縄文の集落が
営まれていた可能性が高いが、後の時代の開発によって
削平されてしまったものと思われる。
7区の東南に隣接する8区は、7区東部の状況を踏まえ3

面に分けて調査を行った。1面目では、土坑状遺構1基・
柱穴14基・集石遺構6基を検出した。柱穴群からはN-
57ﾟ-Wを指向する2間×3間の掘立柱建物1棟が復元できた
ものの、東南の隅柱穴は検出することができなかった。
不明遺構のSX1006はトレンチ断面から水田耕作時の畦畔
と考えられ、その方位はN-37ﾟ-Wを示す。2面目におい
ては、柱穴状遺構65基・不明遺構8基を検出したが、柱
穴状遺構のほとんどが直径10cm未満であるため、杭跡の
可能性が高い。3面目では、竪穴住居2棟・溝1条・土坑1
基・柱穴2基・自然流路5条・不明遺構2基を検出した。8
区南東側で検出されたSI3003はほぼ南北西方位の方形住
居で、ほぼ6.6mの正方形を呈している。4本柱構造で中
央部に土坑が設けられていたが、これは炉跡ではなく、
30cm前後の方形をした扁平な石を据えてあったので作業
台としていたものと考えられる。
以上、本年度の調査・昨年度までの調査の成果を合わ

せ、この地域の縄文時代・弥生時代・中世の状況が把握
できるようになってきた。この地域の歴史を紐解く一遺
跡として、隣接地の発掘調査・今後の整理作業を通じ、
さらなる検討が必要であろう。 (岡美奈子)
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7区SI3003 完掘状況

8区SI3003 完掘状況
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2. 下石床
しもいしとこ

遺跡
１　所 在 地　　四国中央市中曽根町
２　所属時期　　中世
３　調査機関　　平成16(2004)年12月1日

～平成17(2005)年2月28日
４　調査面積　　2,030m2

５　調査原因　　国道11号川之江三島バイパス建設
６　担 当 者　　日和佐宣正　小野振一郎　岡美奈子
７　調査概要

本遺跡は法皇山脈の山裾から北に台地上に伸びる緩傾
斜地に立地する。調査前は水田で、粘性の強い褐色シル
ト層上面を遺構面とした。なお、市道から民家に入る進
入路を確保する必要があったため、仮設道を移設する形
で調査区を大きく1区・2区・3区に分けて調査した。
1区で検出した遺構は、溝8条・土坑2基・柱穴24基で

ある。柱穴の並びから桁行N-25ﾟ-Wを指向する2間×3間
の掘立柱建物を1棟復元することができた。
2区においては土坑1基・柱穴状遺構10基を検出した。

土坑には小礫が充填されており、直径約20cm・長さ約
70cmの炭化した木が出土している。柱穴状遺構は小さな
ものが散在しているような状態で、構造物を復元できる
ものではなかった。
3区は水田の造成に伴い削平されており、調査区を東

西に走る溝1条と柱穴状遺構を3基検出した。溝は現水田
耕作土に伴う床土直下にあり、中世の磁器片を包含して
いるものの耕作土中からも中世の土器が出土しているた
め、比較的新しい悪水抜き用溝の可能性もある。
これらの調査区以外に、仮設道の振り替えにより2区

の南東側の一部を2b区、3区の南東側の一枚上にある水
田の一部分を3b区として調査した。2b区では地業に伴う
段を検出し、3b区では1区の傾斜ラインの延長上に地山
の傾斜がみられたが、いずれも遺構を確認することはで
きなかった。
以上、本遺跡の調査では建造物として検出したのは掘

立柱建物1棟で、遺物も中世に属する土器片が少量出土
したのみである。東西に川を控えた風光明媚な立地であ
るものの、この土地において長期にわたる集落の造営は
なされなかったものと考えられる。

(岡美奈子)
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3.松原
まつばら

遺跡
１　所 在 地 新居浜市松原町・西喜光地町
２　所属時期 弥生時代中期・中世・近世
３　調査期間 平成16(2004)年6月17日

～平成17(2005)年2月28日
４　調査面積 4,200m2

５　調査原因 国道11号新居浜バイパス建設
６　担 当 者 山中孝重　若杉美香　藤本清志
７　調査概要

本遺跡は、新居浜平野の南側、国領川中流域左岸の複
合扇状地(標高約30～32m)に立地している。昨年度、1区
の発掘調査が実施され、今年度は2～4区の発掘調査を行
った。調査の結果、2・3区において弥生時代中期後半～
末、4区においては14世紀代の遺構・遺物が確認できた。
2区では調査区の大部分が建物の基礎による攪乱を受

けており、また近世以降のものと思われる耕作に伴う畝
の痕跡も調査区全体に見られ、遺構の残存状態は良くな
いが竪穴住居2棟、土坑2基、柱穴18穴が検出された。竪
穴住居は直径約3～3.5mの円形を呈する。
3区では竪穴住居4棟、土坑3基、溝1条、柱穴3穴、不

明遺構3基が検出された。竪穴住居SI-01は直径約5.3mで、
センターピットや柱穴の配置がよく分かる。一辺約4.0m
を測る方形のSI-02の埋土中からは、多量に遺物が出土し
ている。特に讃岐地方以東の東瀬戸内地域において確認
できる水差形土器は、県内において出土例は確認できず、
注目される遺物である。口縁部から頸部にかけては欠損
している。把手は貼付式で内側に挿入痕が残り、外側は
指オサエとナデが施された後、ヘラミガキで仕上げられ
ている。胴部の張りは緩くやや丸みを帯び、外面にはタ
テ方向のヘラミガキ、中央にはヨコ方向のヘラミガキが
施されている。胴部内面上半には指オサエと爪跡が見ら
れ、内面下半にはナデが施されている。模倣品の可能性
もあるが、胎土などに違いが見られ搬入品であると考え
られる。この他の土器も形態的特徴が伊予東部地域出土
土器と異なり、讃岐地方出土土器に類似している点が指
摘できる。
4区は調査区内に用水路が南北に敷設されているため、

用水路より西側の調査区を4a区、東側を4b区と設定し調
査を進めた。4a区の大部分は建物基礎や近世以降の攪乱
を受け、遺構の残存状態は良くない。土坑20基、溝2条、
柱穴13穴を検出し、近世瓦や陶磁器が出土している。4b
区では、掘立柱建物3棟、土坑17基、溝4条、柱穴41穴が

(2(2区)(3(3区)
(4(4区)

(2区)(3区)
(4区)
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検出された。掘立柱建物SB-101は2間×3間の側柱建物で
棟方向はN-28ﾟ-Wを指向する。SB-102は2間×2間の側柱
建物で棟方向はN-29ﾟ-Wを指向する。SB-103は1間×2間
の側柱建物で棟方向はN-25ﾟ-Wを指向する。SB-102・103
から遺物の出土はなかったが、埋土がSB-101に類似し、
棟方向もほぼ同方位を指向しており、同時期の遺構であ
ると考えられる。
溝SD-101は調査区北西隅から検出され、調査区外へ続

くと思われる。出土遺物もなく、詳細は不明である。
SD-102～104は調査区南東部から検出された。SD-102は
N-37ﾟ-Wの方向に直線に延び、AD-4グリッド付近で北東
向きにほぼ直角に方向を変え、N-61ﾟ-Eの方向へ延びる。
検出された総延長は約23m、幅約90cm、深さ約20cmを測
る。SD-103はN-35ﾟ-Wを指向し、検出長は約17m、幅約
90cm、深さ約20cmを測る。SD-104はN-62ﾟ-Eを指向し、
検出長は約11m、幅約1～1.6m、深さ約10cmを測る。SD-
102～104については、調査区外へ続く可能性があったた
め、調査区南側にトレンチを設定し機械掘削による確認
を行った。建物基礎による撹乱を受けており遺構の続き
を確認することはできなかったが、居住域や生産域を区
画する溝の可能性があると思われる。
今回2・3区から検出された竪穴住居は、時期はほぼ同

じであるが形状や大きさ、遺物出土状況がそれぞれ異な
り、住居別に用途があったものと推測される。昨年度調
査した1区からも弥生時代中期後半～末の遺構・遺物が
検出されており、今後は昨年度の調査成果と比較検討し
ながら、当平野部における集落の様相や他地域との交流
について考察していきたいと考えている。

(藤本清志)
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4.松ノ丁
まつのちょう

遺跡
１　所 在 地 西条市小松町北川松ノ丁
２　所属時期 弥生時代中期初頭　奈良･平安時代
３　調査期間 平成16(2004)年9月14日

～平成16(2004)年10月7日
４　調査面積 200㎡
５　調査原因 国道11号小松バイパス建設
６　担 当 者 柴田昌児　片岡大介　藤本清志
７　調査概要

本遺跡は、道前(周桑)平野の主要形成河川･中山川の右
岸、扇状地性氾濫原が三角州低地へ移化する付近の発達
した河岸段丘上(標高約10ｍ)に立地している。調査区の
西450mには7世紀後半の創建と考えられている国史跡法
安寺跡が所在している。今回、発掘調査を実施したのは
昨年度未調査であった残地部分である。
昨年度の調査では竪穴住居11棟、掘立柱建物9棟、柵

列2条、条里溝1条のほか、土坑や小柱穴群が検出された。
その中には造りつけのカマドが付設された竪穴住居や総
柱構造の掘立柱建物が含まれている。これらの建物の時
期は、その出土遺物から7世紀後半から9世紀末頃と考え
られる。また、建物の柱穴内からは製塩土器や赤色塗彩
土師器、他地域からの搬入と考えられる土師器が出土し
ており、建物の規模や遺物組成からこれらに居住する集
団が高位階層であったことを想定することができる。
今年度の調査では条里溝3条ほか、土坑や小柱穴群が

検出された。昨年度に調査区東側で認められたSD-01の
南東方向への延長部分が検出されたが、これは北41度西
の方向を指向している。また、これに直交する溝も検出
されている。これらは条里地割りに伴う坪界溝および素
掘小溝と考えられる。これら直交する溝を同時に検出で
きたことは、その配置を分析することによって長地形や
半折形の条里に伴う耕地区割りをも復元が可能になる成
果である。また、坪界溝の周辺で検出されている小柱穴
群については、その機能は現時点において不明と言わざ
るを得ないが、条里方向と一致するため条里関連遺構で
あると指摘できる。なお、昨年度の調査で認められた竪
穴住居や掘立柱建物は今回検出されなかった。

（片岡大介）

平成平成1515年度調査区年度調査区平成15年度調査区

本年度調査区
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5.大開
おおびらき

遺跡
１　所 在 地 西条市小松町北川大開･大塚
２　所属時期 弥生時代中期前半　奈良･平安時代
３　調査期間 平成16(2004)年4月5日

～平成16(2004)年11月30日
４　調査面積 2600㎡
５　調査原因 国道11号小松バイパス建設
６　担 当 者 柴田昌児　片岡大介　藤本清志

中野邦子
７　調査概要

本遺跡は、道前(周桑)平野の主要形成河川･中山川の右
岸、扇状地性氾濫原が三角州低地へ移化する付近の発達
した河岸段丘上(標高約12ｍ)に立地している。調査区の
北西250mには7世紀後半の創建と考えられている国史跡
法安寺跡が所在している。発掘調査は調査区を1～5区に
分けて実施しており、昨年度の1～3区の調査に引き続き、
今年度は4・5区の発掘調査を実施した。4区は1～3区の
西側に、5区は4区と用水路・農道を挟んだ北側に位置し
ている。
4区では竪穴住居3棟、掘立柱建物3棟、流路や条里溝

をはじめ、土坑などが検出された。1～3区の調査区で見
られた奈良時代前後の遺構は認められるものの、相対的
に少ない傾向が確認でき、本調査区では弥生時代の遺構
が比較的多く確認できた。竪穴住居の時期は弥生時代中
期後半と見られる。住居からは石鏃が多く出土しており、
その製作時に排出されたと見られるサヌカイトの剥片が
認められた。SI-02では約650点、SI-03では約170点を座
標測量したうえで取り上げている。検出された竪穴住居
は石鏃製作の住居であったと考えられる。また、住居や
土坑からは分銅形土製品が出土している。こうしたこと
から当該地域には弥生時代中期後半のムラがあったこと
が想定でき、河岸段丘上に展開した弥生時代中期集落の
構造解明に貴重な資料を提供したと言える。
調査区の北東で検出された自然流路からは8～9世紀頃

の土器とともに古瓦が出土した。数は少ないがこの瓦は
法安寺から排出されたものと考えられる。
検出された素掘小溝は、緩やかに湾曲したり、微妙に

蛇行したりしているものの、概ね北41度西またはそれに
直交する方向を指向しており、条里地割りに伴う坪界溝
と素掘小溝と考えられる。これら条里地割りに伴う直交
する溝を同時に検出できたことは、その配置を分析する
ことによって長地形や半折形の条里に伴う耕地区割りを
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も復元が可能になる成果である。また、坪界溝の周辺で
検出されている小柱穴群については、その機能は現時点
において不明と言わざるを得ないが、条里方向と一致す
るため条里関連遺構であると指摘できる。こうした条里
溝やその関連遺構は、条里に伴う区画の実態とその構造
解明の資料を提供するものである。
5区では自然流路、土坑、柱穴などが検出された。調

査区域の大半を占める形で検出された自然流路は4区で
検出されたものと同一であると思われる。ここからは平
瓦が3点、丸瓦が3点出土しており、法安寺から排出され
たものと考えられる。また、その他にも8世紀もしくは
それ以降の時代の所産と考えられる土師器や須恵器、鉄
製品が出土しているが、細片であるため詳細は不分明で
ある。自然流路の消長については、上・下限年代の検討
を今後慎重に行いたい。
なお、平成16年7月3日(土)に松ノ丁遺跡・大開遺跡1～

4区の調査成果を中心とした一般向けの現地説明会を実
施した。調査事業の概要を説明したうえで、調査区内で
遺構の解説を行った。併せて、昨年度の調査状況を図や
写真パネルで展示し、主な出土遺物を陳列して解説を行
った。当日は約130名の見学者が訪れた。

（片岡大介）

4区　竪穴住居・土坑

4区　分銅形土製品出土状況

5区　丸瓦出土状況

現地説明会風景
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6.大開
おおびらき

遺跡2次
１　所 在 地 西条市小松町北川48番地2
２　所属時期 古代
３　調査期間 平成16(2004)年6月7日

～平成16(2004)年7月16日
４　調査面積 300m2

５　調査原因 二級河川都谷川河川改良事業
６　担 当 者 三好一史　鎌土奈々
７　調査概要

本遺跡は、周桑平野の東南部に位置し、中山川の氾濫原
と大谷川が形成した小扇状地の先端が輻輳する複雑な微地
形に立地している。
遺跡の周辺には、周知の埋蔵文化財包蔵地である「菊

塚」・「法安寺跡」・「大開遺跡」・「松ノ丁遺跡」があ
り、特に北側に隣接する「大開遺跡」は、平成15年度から
県埋文センターが調査を実施しており、今回の調査は2次調
査となる。
調査は、都谷川の改良事業に伴うもので、調査区は北西
ー南東方向に長辺をとる長方形で、標高は11.9～12.2mであ
る。
基本層序は大きく3層に分層した。I層はIaとIbに分けられ
るが、現在の耕作土である。II層はにぶい黄褐色を呈する礫
混じり粘土層で、調査区南端を除いて比較的安定して堆積
していた。III層はIIIa～IIIdの4つに細分できる。IIIa層は暗褐
色を呈する砂礫層、IIIb層は黄褐色を呈する細礫混じりのシ
ルト層で、ともに中山川による氾濫堆積と考えられる。こ
れら2層の上面が古代の遺構検出面で、8～10世紀ころの遺
構を多数検出した。IIIc・IIId層は、深掘りした箇所の層位で、
それぞれIIIa・IIIb層と土質の似通った層である。
検出した遺構は、竪穴住居1棟、掘立柱建物1棟、土坑4基、
溝4条、柱穴・小穴64口である。これらはいずれも古代(8～
10世紀)の遺構と考えられるが、個々の時期を詳細に検討す
ると、概ね8世紀後半(SI01、SK01・04、SD02)、9世紀後半～
10世紀前半(SB01)、10世紀後半以降(SP23)の3時期に分けるこ
とができる。今回の調査は範囲が狭く、あくまで推論の域
をでないが、8世紀後半の遺構は調査区の南に、9世紀後半
～10世紀前半の遺構は調査区の北に展開し、10世紀後半以
降に遺跡経営が衰退していったものと考えられる。また、
各遺構からは遺存状態が良好な土師器甕が5点出土し、今後、
伊予地域の煮沸具の実体を明らかにし、周辺地域のものと
比較検討する上で貴重な資料の一つになると考える。

(三好一史)

位置図
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10m0

1    :    800

SD-06 完掘状況

遺構配置図

7.大久保
お お く ぼ

遺跡
１　所 在 地 西条市小松町妙口大久保
２　所属時期 縄文時代晩期後半　奈良･平安時代
３　調査期間 平成16(2004)年7月1日

～平成16(2004)年10月5日
４　調査面積 2000㎡
５　調査原因 国道11号小松バイパス建設
６　担 当 者 柴田昌児　片岡大介　藤本清志
７　調査概要

本遺跡は、道前(周桑)平野の主要形成河川･中山川の右
岸、扇状地性氾濫原が三角州低地へ移化する付近の発達
した河岸段丘上(標高約16m)に立地している。本遺跡で
は平成9･10年度にA～D区を調査区とする調査を実施し、
すでに調査報告書が刊行されている。今年度はその東側
に接する調査区をE区として発掘調査を実施した。
条里溝11条ほか、土坑や小柱穴群が検出された。調査

区東側で検出されたSD-06は、隣接する松ノ元遺跡・大
久保遺跡で検出された坪界溝から直線距離で約108ｍに
位置し、条里方向ともほぼ一致することから、一町の間
隔を経て構築された坪界溝であると考えられる。他の素
掘小溝も同様に北41度西またはそれに直交する方向を指
向しており、条里地割りに伴う素掘小溝と考えられる。
これら直交する溝を同時に検出できたことは、その配置
を分析することによって長地形や半折形の条里に伴う耕
地区割りをも復元が可能になる成果である。これらの溝
からは8～9世紀のものと見られる須恵器が出土してい
る。条里溝の上限年代を知るうえで良好な資料である。
また、坪界溝の周辺で検出されている小柱穴群および柵
列状を呈する小柱穴群については、その機能は現時点に
おいて不明と言わざるを得ないが、条里方向と一致する
ため条里関連遺構であると指摘できる。また、SK-09か
らは縄文時代晩期後半の土器が、SX-01からは同じく縄
文時代晩期後半の土器およびサヌカイト剥片が出土して
いる。E区周辺には縄文時代晩期後半の遺構が展開して
いることが分かった。
なお、本調査区から検出されたSD-06は、隣接する大

久保遺跡D区 のSD-01･02と幅・深さなどにおいて同程度
の規模を有している。D区SD-01･02については既刊の報
告書において、その規模・構造から里界溝と比定したが、
規模・構造が同一である今回のE区SD-06の検出により、
里界坪としての可能性について慎重に検討する必要性が
生じたことを確認しておきたい。 （片岡大介）

位置図
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8.願連寺
がん れ ん じ

元泉
もといずみ

遺跡A区
１　所 在 地　 西条市丹原町願連寺　
２　所属時期　　弥生時代中期～終末・中世
３　調査期間　　平成16(2004)年6月14日

～平成16(2004)年8月13日
４　調査面積　　270㎡
５　調査原因　　主要地方道壬生川丹原線
６　担 当 者　 槙光一郎　兵藤千晶
７　調査概要
本遺跡は、道前平野のほぼ中央部に位置しており、中

山川の氾濫により形成された沖積低地上(標高11.5m)に立
地している。調査区は、県道に沿って細長く、南西側で
は平成13年度にも調査を実施しており、中世(14～15世
紀)の遺構を検出している。
本調査区は中細形銅剣が出土したといわれる扇田遺跡

のすぐ南東に位置し、試掘調査において弥生土器が出土
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。
調査の結果、本遺跡においては、弥生時代後期の遺構

遺物と中世の遺構遺物を検出することができた。また、
遺構は検出されなかったが、弥生時代中期の遺物が一定
量出土している。遺構は土坑7基、溝2条、ピット30基を
検出した。弥生時代後期の主な遺構は、土坑2基、溝1条
である。また、遺構とは確認できなかった土器溜まり(2
ヶ所)より、多量の弥生土器が出土している。
中世の主な遺構は、溝1条である。溝(SD-01)は、調査

区の北側を北東から南西に向かい一直線に延びた後、調
査区南西側で南にほぼ直角に屈曲し調査区外に伸びる。
規模は検出された長辺の長さ約38m、短辺の長さ約5m、
幅70cm～155cm、検出面からの深さ16～25cmを測り、長
辺の主軸方向はN-51ﾟ-Eを指向する。遺物は、溝内から
土師器の釜や擂鉢、備前焼等が出土しており、遺物より
14～15世紀の遺構と考えられる。この溝は、平成13年度
調査のB区SD-01と同規模のものであり、主軸の方向性も
同一のものである。両者とも屋敷地を区画した溝と考え
られ、同時期に存在したものと考えられる。隣接する久
枝遺跡においても区画溝とそれに伴う集落が多数検出さ
れていることから、道前平野の中世集落の広がりを示す
貴重な資料であるといえる。
今後は、このような周辺集落の成果を含め、東予地方

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。

(槙光一郎) 完掘状況

位置図
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9.馬越
うまごえ

和多地
わ た じ

遺跡2次
１　所 在 地 今治市馬越町二丁目甲139-3外　　　　　　　
２　所属時期 中世
３　調査期間 平成17(2005)年1月24日

～平成17(2005)年3月18日
４　調査面積 553m2

５　調査原因 浅川水系日吉川河川改修工事
６　担 当 者 三好一史　鎌土奈々
７　調査概要

本遺跡は、浅川・蒼社川・頓田川の主要三河川によって
形成された沖積平野である今治平野の北西に位置する。浅
川の支流である日吉川は、源を別名に発し、北東へ流れた
後、本遺跡の存在する馬越町で北西へ向きをかえ、鯨山の
独立丘陵を巡って浅川に合流する。本遺跡のすぐ西側には、
県の史跡である「鯨山古墳」や中世の遺物・遺構が検出さ
れた周知の埋蔵文化財包蔵地「馬越和多地遺跡」(1次調査
1999.今治市教育委員会)がある。
今回の調査は、日吉川の河川改修工事に伴うもので、調
査区は北西ー南東方向に長辺をとる不整形な四角形であるI
区と、日吉川をはさんでI区の南東側に位置する三角形のII
区からなる。
基本層序は大きく7層に分層した。Ⅰ層造成土、Ⅱ層耕作
土の下、Ⅰ区北側にわずかに認められた黒褐色を呈する砂
混じり粘土層のⅢ層が中世(12～14世紀)の遺物包含層であ
る。Ⅳ層は褐灰色・オリーブ灰色を呈する砂混じり粘土層
で、このⅣ層に掘り込まれた遺構を多数検出した。Ⅴ層は、
4層に細分できるが砂層とシルト層の互層堆積で古代の自然
流路の可能性が高い。Ⅵ層は黒褐色粘土層、Ⅶ層は灰オリ
ーブ色を呈するシルト層で、阿方・矢田地区の下層の堆積
状況に近似していたが遺物はなかった。検出した遺構は、
Ⅰ区が掘立柱建物1棟、土坑4基、溝5条、井戸2基、柱穴・
小穴291口、Ⅱ区が溝3条、柱穴・小穴5口である。
今回の調査で得た遺構・遺物は、12世紀から14世紀にか
けてのものであり、時期・内容において馬越和多地遺跡1次
調査分にほぼ一致するものである。特に今回検出された掘
立柱建物の主軸方向は、馬越和多地遺跡1次調査で検出され
た溝と同様、現在の地割りに合致する。Ⅰ区のやや高位に
は掘立柱建物や多くの柱穴があり、南東の砂地に湧水の豊
かな井戸が2基ある。また、同時期の遺物が一定量認められ
ることから、当該期の集落が馬越周辺を含め、比較的広範
囲に及んでいた可能性も考えられる。

(三好一史)
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2号土器溜まり　遺物出土状況

1号土器溜まり　遺物出土状況

位置図

SX-02内鍛冶炉　検出状況

10.別名寺谷
べつみょうてらたに

Ⅰ遺跡
１　所 在 地 今治市別名
２　所属時期 弥生時代後期中葉～古代
３　調査期間 平成16(2004)年11月1日

～平成17(2005)年3月25日
４　調査面積 5240㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 池尻伸吾　田中宏幸
７　調査概要

別名寺谷Ⅰ遺跡は、日高丘陵南部に形成された開析谷
の最奥部、標高約35～60ｍの地点に立地している。隣接
する北側の開析谷には、古代の鍛冶炉や銅印、円面硯等
が確認された別名端谷I遺跡が所在している。
今回の調査では、調査予定箇所の内、調査区中央に存

在する農道部分を除く範囲について調査を実施し、その
結果、弥生時代後期中葉と古代の生活面が確認された。
古代上層では、柱穴約30口、土坑4基、溝状遺構3条、

この他に、鍛冶炉19基を確認した。本遺跡で確認した鍛
冶炉はすべてが長径約5m、短径約3m程度の浅い掘り込
みを持つ空間内に分布している。また、19基の鍛冶炉は
およそ同数ずつが、遺構内部において高低差を持つ形で
層位的に検出されており、それらを分離する間層として
灰、炭化物の集積層が確認された。個々の鍛冶炉は直径
が20～30cm内外であり、高温下での被熱によって生じた
青灰色の還元部分の存在によって認識される。別名端谷I
遺跡の鍛冶炉と異なり、地下構造となる柱穴状の掘り込
みを伴っておらず、硬化した還元層が直接地表面にレン
ズ状に存在する状況が確認された。従って、本遺跡の鍛
冶炉は可搬性を有する炉壁を設置して加熱するタイプの
鍛冶炉であると考えられるが、同時期の鍛冶工房跡であ
り、位置的にも近接する別名端谷I遺跡において検出され
た鍛冶炉との構造上の差をどのように解釈していくかが
今後の焦点となる。
出土遺物は、上位包含層や各遺構内から土師器の坏、

椀、須恵器の甕、坏の他、畿内産を含む黒色土器A類の
椀や坏、緑釉陶器、灰釉陶器、越州窯系青磁、風字硯、
篠窯須恵器、瓦等、多種多様な遺物が得られた。
古代下層では、柱穴約90口、溝状遺構5条、段状遺構3

基が確認された。柱穴は谷中央部を中心としてまばらに
認められる。一部に列状に並ぶものが存在するが、明確
に掘立柱建物に復元されるものはない。また、調査区南
隅では、平面隅丸方形の柱穴が確認されている。この他、



-26-

本文化層で注目される遺構として、段状遺構が挙げられ
る。特に、調査区南側に位置する段状遺構01付近には、
一連のものと考えられる柱穴群が多数確認されており、
これらが段状遺構とほぼ並行する形で列状に分布する様
相が確認できた。区画溝的な機能を持つ段状遺構と柱穴
群の存在から大規模な構造物の存在が予想されるが、そ
の復元に関しては、未調査である農道部分の調査成果と
併せ今後考えていく必要がある。出土遺物は、土師器、
須恵器の他、段状遺構や溝状遺構から緑釉陶器、瓦等が
出土している。
弥生時代では、柱穴5口、竪穴住居1棟、溝状遺構6条

が確認されており、弥生時代後期中葉に比定される集落
跡の存在が明らかとなった。
以上、今回の調査では8～10世紀にわたり連綿と営ま

れた集落とその変遷過程が明らかとなっており、その概
要をまとめると、以下のようになる。
8世紀を迎える頃、人々はこの谷に集落を形成する。

段状遺構とそれに伴う柱穴群の存在から予想される大規
模な建造物を持つこの集落は、およそ1世紀程度の短期
間に廃絶される。続く9世紀には集落跡から鍛冶炉を中
心とする生産遺跡にその様相が一変するが、その転換に
際して、越州窯系の青磁や緑釉、灰釉、風字硯の保持か
ら推測されるように、識字能力を持った上位階層が前段
階と同様に関与していた可能性が高いことが明らかとな
った。上記の変遷過程は、その様相や時期的な面におい
て、隣接する別名端谷I遺跡と酷似している。別名端谷I
遺跡では、同様に8～9世紀第に円面硯や掘立柱建物群が、
9～10世紀には銅印、墨書土器等、識字階層の存在を示
唆する資料がある。
以上のことを考え併せれば、別名地区に展開する開析

谷では、8～10世紀にわたって国府との関連性をうかが
わせる計画的な遺跡経営と9世紀を前後する段階に起こ
る集落跡から生産遺跡への転換が時期的にもほぼ符合す
る形で認められることが明らかとなった。
また、今回の調査では弥生時代の遺構、遺物が確認さ

れ、谷部に営まれた集落の一端を明らかにすることがで
きた。本地域における弥生時代の状況については、近年
の調査において徐々にその様相が明らかにされつつあ
り、本遺跡が所在する日高丘陵一帯に弥生時代後期初頭
以降、遺跡が漸移的に展開する状況が確認されている。
その状況に関しては、いまだ不明瞭な部分が多いものの、
今後は、今回の調査成果と併せ、当該地域に展開する後
期弥生集落の具体相、それらの消長や周辺地域との関連
性について検討していく必要がある。 (池尻伸吾)

SD-02 遺物出土状況

古代下層　遺構完掘状況

10号鍛冶炉　検出状況

越州窯青磁　出土状況
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11.高橋
たかはし

向谷
むかいだに

2号墳
１　所 在 地 今治市高橋
２　所属時期 古墳時代終末期
３　調査期間 平成16(2004)年8月30日

～平成16(2004)年10月20日
４　調査面積 200㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 小笠原啓二　越智憲悟
７　調査概要
高橋向谷2号墳は、今治平野北西部にある低丘陵上に

所在し、標高65ｍ前後の丘陵斜面部に位置する。本丘陵
は矢田長尾1・2号墳が示すとおり、古墳時代後期から終
末期にかけての墳墓が点在し、「墓域」として形成され
ていることがわかる。
本古墳は、新規に確認された遺跡であるが、現状は農

道に伴う土地の改変が著しく、本来の地形をとどめるも
のではない。しかし、発掘調査での成果が示すとおり、
石室を伴う古墳の存在が明らかとなった。以下にその詳
細を示すこととする。
墳丘には一部で盛土が確認されたが、その大半は開墾

などの影響で削平をうけており、遺存状態は悪い。丘陵
背面にはやや浅めながら弧状の周溝が巡らされており、
その範囲から復元すると、概ね径8m程度の円墳であった
可能性が高いと思われる。
埋葬主体には横穴式石室を採用しており、玄室最奥部

の幅は120cmを測る。奧壁最下部には大型の腰石を据え
て石材を積み上げている様子が見て取れる。特に側壁は
削平により遺存状態が悪く、天井部や玄門、羨道部など
に関しては不明であるが、床面には玉砂利などを敷いた
形跡等は見られず、追葬の様子も確認できない。
石室内からは、須恵器高坏2点が奥壁隅に伏せた状態

で配置されていた。また、石室内部の埋土はかなりの撹
乱をうけており、埋土の中には丘陵上部から転落したと
思われる弥生土器片も散見できる。
これらの調査成果より、本古墳は隣接する矢田長尾2

号墳(矢田長尾Ⅰ遺跡)と同様、尾根頂部とは異なり、斜
面部に展開する墳墓であることが確認された。また、出
土遺物から、概ね6世紀末葉から7世紀初頭に築造された
可能性が高く、当地域の数少ない終末期古墳の様相を考
える上で、貴重な資料を提供できたものと考える。

(山内英樹)

位置図

遺物(須恵器高坏) 出土状況

石室残存状況
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12.高橋
たかはし

仏師
ぶ っ し

1号墳
１　所 在 地 今治市高橋
２　所属時期 古墳時代前期～後期
３　調査期間 平成16(2004)年5月18日

～平成16(2004)年10月29日
４　調査面積 1,200㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 山内英樹　和田正人
７　調査概要
高橋仏師1号墳は、今治平野西部に広がる丘陵上に立地

し、標高83mを最高地点とする尾根頂部に位置する。本
古墳を含む丘陵には、古墳時代前期の築造と思われる
「高橋仏師Ⅰ遺跡(墳墓)」、横穴式石室を内部主体に持つ
円墳である「高橋仏師2号墳」など、古墳時代全般を通じ
て墳墓が展開する。以下に、調査成果を列記する。
墳丘は、地山整形および盛土によって造られているこ

とが土層確認等により明らかである。また墳形について
は、調査当初は円墳とされていたが、墳丘測量および確
認トレンチなどにより、後円部側の約3分の1が後世の削
平をうけて流失しており、現在その全形を知ることは出
来ないものの、くびれ部を持つ復元墳長約21mの、やや
小型の前方後円墳と判断した。
墳丘上および流土からの遺物としては、須恵器(大甕・

器台など)の他、まとまった量の埴輪片が注目される。主
にくびれ部を中心として確認されており、中にはほぼ全
形を復元することが可能な個体も存在する。器種構成と
しては円筒埴輪が大半を占めるが、一部に人物(髷か)埴
輪や鶏形埴輪(雄鳥の頭部)などの形象埴輪も確認してい
る。これらの遺物は、墳丘上または括れ部での埴輪祭祀
の在り方を考える上で有効な資料となるものである。
内部主体は玄門部に片袖状の石積みを持つ横穴式石室

であり、玄室長は約4m、幅は最奧部で1.8mを測る。奥壁
にはやや大型の腰石を配置し、石材の違いなどから、数
段階の工程を経て石室を構築している様子をうかがい知
ることができる。天井石は石室内に崩落してはいたが、
天井石上部の盛土では、石室初葬時もしくはやや古相の
須恵器が確認されていることから、盛土途中での祭祀行
為が執り行われた可能性も否定できない。また、羨道部
は僅かに側壁石材が残存する程度で、全体をうかがい知
ることはできないが、玄門部より一段下がることで玄室
内へ続く構造を採っており、県内の当時期の横穴式石室
と同様な特徴を有する。
石室床面は天井石の崩落の影響もあり、原位置を保っ

た状態で遺物が副葬されていた。主な出土遺物としては、
須恵器(坏蓋・坏身・高坏・提瓶・ハソウ・壺・横瓶など

位置図

調査区全景

西側括れ部　埴輪出土状況

鶏形埴輪出土状況
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約60点)、鉄器(太刀・鏃・斧・刀子など)、馬具(轡・辻金
具など)、玉製品(丸玉・管玉・小玉・勾玉など）、装身具
(銅環・銅釧など)があげられる。この内、鉄製楕円板鏡
板付轡については、ほぼ完形で出土しており、奧壁に寄
った状態で太刀および短刀と錆着している。また、須恵
器の出土状況や型式差、玉砂利の大きさとその敷かれた
範囲、赤色顔料の塗布範囲から判断して、複数回の追葬
が想定できる点も注目される。
さらに、前方部盛土下には、二段墓壙をもつ別の埋葬

主体が確認されている。平面形は3.3m×2.8mの隅丸方形
を呈しており、床面直上およびやや上層より、鉄器類
(鏃・剣・斧など)が出土している。また、頭位方向と考
えられる東側には、赤色顔料が塗布されている様子も確
認されている。この埋葬主体は、副葬された鉄器の形式
から判断して、概ね古墳時代前期(4世紀中葉)と思われ、
前方後円墳築造前以前に、当該期の墳墓が存在していた
可能性が極めて高いものと考える。
以上の調査成果より、本古墳は高橋地区における有力

古墳として位置付けられ、墳丘での埴輪の用いられ方や、
複数の主体部と盛土の時間関係など、貴重な資料を提供
できたものと考える。また、新都市開発区域内における
前方後円墳の調査は、高地栗谷1号墳(今治市教育委員会
が調査)に続き2例目で、小地域内での前方後円墳の分布
や機能を考える上で重要なデータである。また近年、今
治市教育委員会が高橋地区の発掘調査を並行して実施し
ており、墳墓(高橋山岸1号墳・高橋岡寺Ⅱ遺跡)および居
住域(高橋山崎遺跡など)との関係性について、今後更に
解明されるものと思われる。

(山内英樹)

石室内遺物出土状況(1)

石室内遺物出土状況(2)

主体部2 遺物出土状況
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13.高橋
たかはし

仏師
ぶ っ し

2号墳
１　所 在 地 今治市高橋
２　所属時期 古墳時代後期
３　調査期間 平成16(2004)年5月28日

～平成16(2004)年8月24日
４　調査面積 300㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 池尻伸吾　田中宏幸
７　調査概要
本遺跡は今治市域南西部に広がる高縄山系丘陵から派

生した丘陵地帯の一角、標高約75mの丘陵頂部付近に立
地する。同一丘陵には古墳時代後期の前方後円墳である
高橋仏師1号墳や古墳時代初頭の墳墓である高橋仏師I遺
跡が存在する。
墳丘は近年の削平により、北東側のほぼ半分程度を失

っているが、復元すると直径11m程度の円墳であると推
測される。墳丘西側には部分的に周溝が存在し、墳丘東
側の墳端部分では地山の整形痕が確認された。従って、
基壇部分の地山を整形した後、墳丘部分を盛土によって
形成したものと考えられるが、盛土の遺存状況は極めて
悪く、その大部分が流失したものと考えられる。
墳丘中央には主軸をほぼ東西方向に配置した横穴式石

室が確認されている。墳丘同様、石室北東側は破壊がひ
どく、天井石は遺存しない。規模は長さ約2.6m、幅約
1mであり、比較的遺存状況の良い南側の側壁では6段程
度の石積みが確認された。石室には近傍で採取可能な花
崗岩等の角礫を使用している。石室は西方位に開口し、
石室に取りつく長さ約1m、幅約0.6mの墓道を検出して
いる。
側壁、奥壁ともに削平による破壊が著しいものの、石

室床面付近の遺存状態は極めて良好であり、石室床内か
らは完形品の須恵器坏身、坏蓋、短頸壺、ハソウ、甕、
提瓶、刀子や鉄鏃等の鉄器類や勾玉、管玉、小玉等の玉
類が多数得られた。他に、石室床面に敷き詰められた河
原石の間から、直径2.5cmの儀鏡が出土している。また、
石室南東隅および石室玄門部付近から人骨(頭骨、顎骨、
歯)がおよそ2個体分検出された。
これらの遺物はその年代観から、6世紀中頃と6世紀末

頃に比定され、前者は主に石室玄門部側から集積して出
土した。従って、本古墳の初葬年代は6世紀中頃であり、
6世紀末頃に追葬が行われたことが明らかとなった。
以上、本古墳では石室床面の遺存状態の良さに起因し

て、本地域の当該期古墳における副葬品組成や配置、あ
るいは追葬の在り方に関する重要な知見を得ることがで
きた。これらの成果は、周辺域で実施された古墳の調査
成果と同様に、今後高橋地区における古墳時代の展開過
程を考えていく上での重要な手懸かりとなるものと考え
られる。 （池尻伸吾）

位置図
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14.高橋
たかはし

仏師
ぶ っ し

3号墳
１　所 在 地 今治市高橋
２　所属時期 古墳時代後期
３　調査期間 平成16(2004)年7月1日

～平成16(2004)年8月27日
４　調査面積 900㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 小笠原啓二　越智憲悟
７　調査概要
高橋仏師3号墳は、今治平野北西部の丘陵尾根上に立

地する、標高約65mの地点に位置する。本古墳を含む丘
陵尾根上には、古墳時代後期の墳墓である「高橋仏師１
号墳」(前方後円墳）、「高橋仏師２号墳」（円墳）が展開
しており、本調査区はその下部にあたる。
本調査区は、戦後の養鶏場建設により、丘陵部北側が

大きく削平され、当時の地形を復元することが極めて困
難ではあるが、残存する箇所から幾つかの遺構が確認さ
れている。以下にその詳細を記すこととする。
尾根頂部では、性格不明な土坑状遺構(SX01)を検出し

ている。幅90cm、現存長170cmで、石材や玉砂利などの
付属施設は確認されていないが、床面上部より鉄鏃１点
が確認されており、古墳に伴う埋葬主体の可能性は十分
考えられる。また、尾根を分断するように溝状遺構
(SD01)が検出されているが、これは古墳を区画する周溝
の可能性が考えられる。
また、南側斜面部には、小型の石組遺構が確認されて

いる。掘り方を持ち、花崗岩質の石材を組み合わせたも
ので、長辺1mにも満たない構造である。蓋石除去後、内
部には須恵器2点(坏蓋・提瓶)が、やや浮いた状態で出土
していた。遺物の出土状況や石材の組み合わせ方法に疑
問は残るものの、上部の墳墓に伴う箱式石棺であると思
われる。なお、所属時期は、出土須恵器より6世紀後半
を想定している。
以上の調査成果より、本遺跡は先述した丘陵尾根上の

2基の古墳と併行、あるいは後続する時期の古墳として
評価できるものと考える。また、今回確認できた埋葬主
体は、同丘陵に展開する横穴式石室とは異なる構造を持
つ点から、古墳間の階層差を表している可能性も指摘で
きる。但し、主体部の構造や石材の有無、さらに小型箱
式棺の評価については、今後更なる検討と類例調査が必
要となろう。

(山内英樹)

位置図

箱式石棺・遺物出土状況

SX01 完掘状況
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15.高橋
たかはし

仏師
ぶ っ し

Ⅰ遺跡
１　所 在 地 今治市高橋
２　所属時期 古墳時代初頭
３　調査期間 平成16(2004)年8月25日

～平成16(2004)年10月29日
４　調査面積 1,500㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 池尻伸吾　田中宏幸
７　調査概要
本遺跡は今治市域南西部に広がる高縄山系丘陵から派

生した丘陵地帯の一角、標高約118mを頂点とする丘陵頂
部付近に立地する。
試掘調査の成果から本遺跡では、かねてより土坑墓の

存在が想定されていたが、調査の結果、古墳時代初頭の
古墳であることが明らかになった。
墳丘上の盛土は第1主体部周辺において、若干確認で

きたものの、墳丘斜面部での流土層の堆積は顕著でなく、
本来的に盛土による整形が行われていなかったものと判
断される。また、地山の整形痕と考えられる痕跡も確認
されておらず、墳形や規模の特定が困難であった。第1
主体部西側に極短小な前方部が付帯する可能性も完全に
は否定できないものの、積極的に評価できるものではな
く、現状では円墳の可能性が高いものと捉えておきたい。
主体部は2基確認されており、各々長さ約3.5m、幅約

2m、深さ約0.5m程度の規模を持つ隅丸長方形の土坑墓で
ある。このうち丘陵頂部に位置する第1主体部からは、
土坑墓内において木棺痕跡が確認されている。出土遺物
は第1主体部内より、古式土師器の壺や高杯、鉄鏃、ガ
ラス小玉や管玉、穿孔を持つ破鏡が、丘陵斜面部に位置
する第2主体部からは古式土師器片と鉄剣、鉄鏃が出土
している。また、特徴的なものとして、第1主体部直上
から赤色顔料の付着した石杵が出土しており、同様の墓
制が確認される中国地方北部地域との関連性が注目され
る。出土遺物は上記の土坑墓内からの出土品が大半を占
め、その他墳丘流土層からの遺物の出土は極めて稀薄で
あった。
以上の調査成果から、本古墳が今治市域では事例の少

ない古墳時代初頭に比定される古墳であることが明らか
となったが、その詳細な時期や墳丘規模、構造などの諸
側面に不明瞭な部分を残す。従って今後は、同段階の集
落跡である松木広田遺跡との時期的な対比や同時期の墳
墓として著名な唐子台墳墓群との比較、他地域との関連
性等を軸として、今治市域における古墳時代の成立過程
を検討していく必要がある。

（池尻伸吾）

位置図
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16.高橋
たかはし

仏師
ぶ っ し

Ⅱ遺跡
１　所 在 地 今治市高橋
２　所属時期 弥生時代中期後半～古代
３　調査期間 平成16(2004)年1月21日

～平成16(2004)年6月30日
４　調査面積 5,000㎡
５　調査原因 今治新都市開発
６　担 当 者 池尻伸吾　小笠原啓二　越智憲悟

田中宏幸
７　調査概要

本遺跡は、今治市域南西部、高縄山系から派生した丘
陵地帯の一角に形成された小開析谷の谷奥部、標高約50
～68mの地点に位置する。
調査の結果、1区では弥生時代中期後半と古代の遺構、

遺物が確認された。弥生時代の遺構は丘陵中腹の斜面よ
り溝状遺構を検出した。出土遺物から弥生時代中期後半
の時期が考えられるが、他に遺構の広がりは認められて
おらず、その性格に関しては不明な部分が多い。
続く古代の時期には、谷底を取り囲むような形で段状

遺構、溝状遺構、柱穴、土坑等の遺構が確認された。こ
のうち段状遺構には、その平面形態から住居跡の可能性
があるものが含まれる。また、これらの遺構には互いに
重複関係が認められ、若干の時期差が存在するものと考
えられる。遺構内出土遺物の少なさから詳細な時期の特
定は困難であるが、遺跡の経営年代はおおむね7世紀後
半～9世紀前後に比定される。
2区では、谷中心部において遺構面が部分的に2面存在

することが確認された。
第1遺構面(古代)は、柱穴17口を確認しているが、いず

れも小規模であり、柱穴内の遺物も微細なものが大部分
を占める。遺構面の時期を決定するにはやや根拠に乏し
いが、上下面の包含層の状態から古代を中心とする時期
であると考えられる。
第2遺構面(弥生時代中期～古代)では、柱穴41口、土坑

2基、自然流路3条、不明遺構1基が確認された。自然流
路は谷中心部を流れており、それを挟むような形で部分
的に柱穴群が展開していたが、明確な掘立柱建物を復元
できるものではない。不明遺構としたSX-01では、多量
の粘土塊や炭化物が検出されているが、炉や土器焼成遺
構のような痕跡は確認されておらず、遺物も全く混じっ
ていない。また平面形も不明瞭なことから遺構の性格は
不明である。 (池尻伸吾･山内英樹)

(1(1区)
(2(2区)

(1区)
(2区)

位置図

2区　完掘状況

1区　完掘状況

2区SX-01 完掘状況
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17.猿川
さるかわ

遺跡(仮称)
１　所 在 地 松山市猿川字西ノ森
２　所属時期 縄文時代早期～中世
３　調査期間 平成16(2004)年4月15日

～平成16(2004)年12月20日
４　調査面積 3,200㎡
５　調査原因 県道北条玉川線整備
６　担 当 者 児島祥之　平岡孝司
７　調査概要
本遺跡は、旧北条市内を流れる、立岩川中流左岸の河

岸段丘上(標高約106～108m)に位置する。今回の調査は
前年度に引き続き、3区・4区を実施した。
基本層序は、3・4区ともⅠ層からⅥ層である。Ⅰ層が

耕作土層、Ⅱ層は3区では旧耕作土層、4区では現耕作土
のための整地層となる。Ⅲ層は黒褐色細礫混じり土の中
世の遺物包含層、Ⅳ層は褐色細礫混じり粘質土で、縄文
時代後期の遺物包含層である。Ⅴ層が褐色細礫混じり細
砂、あるいは粗砂混じり中礫で、縄文時代早期の土器が
出土した層である。Ⅵ層が黒褐色粗砂混じり大礫、ある
いは明褐色細砂混じり小礫の無遺物層であることから、
基底層であると判断した。
今回の調査では、縄文時代早期から中世の遺物・遺構
を検出した。まず縄文時代早期は、3・4区から押型文土
器が出土した。遺構は3区では確認できなかったが、4区
でピット1口を検出した。つぎに縄文時代後期では、土
器、サヌカイト・黒耀石の剥片などが出土した。遺構は
3区がピット・土坑・集石遺構・性格不明遺構を、4区で
ピット・土坑を検出した。中世は、3・4区ともに土師質
土器・陶磁器・備前焼などが出土し、3区では銭も出土
した。遺構はピット・杭跡を多数検出したが、それらに
規則的な配列は認められなかった。その他にも土坑・
溝・性格不明遺構を検出している。
今回の調査から、本遺跡の周辺には、縄文時代早期・

後期から中世の遺跡が広がっている可能性が考えられ
る。調査区の位置が河岸段丘上の西端であることから、
その広がりは南側の緩傾斜地に向いているものと思われ
る。前回の調査では確認されなかった縄文時代早期の遺
物・遺構を検出したことを重視しながら、今後は類例を
調べ、旧地形などを考慮して十分な検討を進め、本遺跡
および周辺地域の縄文時代と中世の遺跡を考えていく必
要がある。

（平岡孝司）

位置図

3区中層　集石遺構検出状況

3区下層　遺物出土状況

4区上層　SX13完掘状況
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18.大畑
おおばたけ

遺跡
１　所 在 地 松山市下伊台町
２　所属時期 縄文時代後期～中世
３　調査期間 平成16(2004)年5月6日

～平成16(2004)年9月17日
４　調査面積 1,027㎡
５　調査原因 県道松山北条線整備
６　担 当 者 高橋勧次　眞鍋昭文
７　調査概要
本遺跡は松山平野北側の高縄山系南端付近に位置し、

伊台川中流域の伊台盆地中央部に立地する集落遺跡であ
る。遺構は主に南北に細長く延びる微高地上に分布し、
調査区の東西は深い谷となる。
調査では縄文時代晩期～中世にかけての遺構・遺物を

検出した。
縄文時代の遺物は調査区西側の谷地形の堆積土中から

少量ながら突帯文土器が出土している。
弥生時代の遺物は後期～終末にかけてのもので、谷の

堆積土中からまとまって出土した。また、調査区中央部
では竪穴住居や貯蔵穴などの遺構を検出したが、これら
の遺構はほとんど削平されて遺存状況は良くない。
古代の遺物は調査区東側の低地堆積土中から多量に出

土したが、微高地上では遺構・遺物は遺存していなかっ
た。これは中世段階に調査区中央部を大規模に削平して
東西の谷を造成して平坦面を拡張したためと考えられ
る。遺物の中には県内最多出土例となる墨書須恵器や転
用硯が含まれるほか、窯壁片なども認められ、付近に須
恵器窯が存在し、須恵器工人関連集落であった可能性が
考えられる。
中世では12世紀後半～16世紀前半にかけての遺構・遺

物を検出した。遺構は調査区中央部を中心に、溝(19
条)・土坑(12基)・井戸(1基)・柱穴(1,047口)などが複雑に
重複して密に分布する。溝はそのほとんどが方位を同じ
くする区画溝である。柱穴の中には礎盤を据えたものや、
土師皿などを埋納したものなどが多数あったが、重複関
係があまりに煩雑で具体的な建物配置を抽出することは
できなかった。土坑ではほとんど未使用の土師器杯を一
括廃棄したものなどが注目される。遺構からみた集落の
盛期は14世紀代と考えられる。遺物では、多量の土師器
や陶磁器のほかに、輸入陶磁器や天目茶碗・壁土・碁石
などが出土している。遺構・遺物のあり方や地理的条件
などから河野氏との関連性が窺える集落遺跡と考えられ
る。

（眞鍋昭文）
10m0

1    :    400

位置図

遺構配置図
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19.千足
せんぞく

遺跡1次調査
１　所 在 地 伊予郡砥部町千足
２　所属時期 中世 (鎌倉～室町)
３　調査期間 平成16(2004)年7月20日

～平成16(2004)年7月8日
４　調査面積 600m2

５　調査原因 一般国道33号砥部道路整備　　
６　担 当 者 土井光一郎　立花卓
７　調査概要
調査区の位置する伊予郡砥部町千足は、砥部川の東岸

に展開する標高76m前後の河岸段丘上に立地する。
本遺跡では遺構の遺存状況は比較的良好で、2面の遺構

面が確認できた。上層の遺構面は遺構面を形成する包含
層と遺構埋土の色調が近似し遺構確認は極めて困難であ
った。調査区全体で土坑39基・溝3条・石列遺構2条・柱
穴680口・杭跡862口を検出した。
上層遺構面からは石列遺構2条、土坑8基が挙げられ、

その中でも調査区北側に位置するSK-10は径1.8mを測り
ほぼ円形を呈した土坑で、埋土は大きく2層に分けられ上
層の方は廃棄土坑的要素が高かったものの、下層では東
側の調査区外側から土師坏をまとめて置いたような状況
で遺物が検出されている。出土遺物は土師坏が大半を占
め、若干量の瓦質土器のミニチュア羽釜の破片や瀬戸・
美濃系陶器片が出土した。出土遺物より14世紀中～末頃
に相当すると考えられる。
下層遺構面からは堀立柱建物5棟・土坑10基・溝2条が

挙げられる。調査区南側の標高が高く比較的緩やかな地
に堀立柱建物5棟が集中し、北側に向かうほど緩傾斜をな
し、その傾斜地の中ほどにSD-1が存在する。SD-1は北に
向かって短く屈曲し、埋土には流水の痕跡が認められな
いことから区画溝の要素を有しているものと考えられる。
出土遺物は、極めて少ないが土師坏・小皿が主を占め

る他、数点の輸入磁器片が確認できた。遺物の時期は13
世紀末～14世紀前半頃に相当し、遺構についても、ほぼ
同様の時期観が与えられるものと推察する。
今回の発掘調査の結果、2面の遺構面から13世紀～14世

紀にかけての中世の遺構を検出した。壁面や周辺の町道
工事の状況から遺跡の主体は調査区外の東側に展開する
ことが明らかとなっている。また、遺跡から出土した遺
物を概観すると中世土師器の坏・皿が全体の9割以上を占
め、鍋・釜等の煮炊具、壺・甕等の貯蔵具、鉢(擂鉢・捏
鉢)等の調理具の出土はごくわずかで生活の痕跡が非常に
希薄な感を受けるものであり、集落の中心というよりも
縁辺部の倉庫や生活とは切り離された施設が存在してい
た状況がうかがえる。
あわせて、千足という地名や土井ケ内という字名も含

めて遺跡の性格を検討する必要性が考えられる。
(土井光一郎)

0 10m

1    :    300

位置図

遺構配置図



20.下川
ひとうがわ

遺跡
１　所 在 地 西予市宇和町下川
２　所属時期 後期旧石器時代・縄文時代早期・近世
３　調査期間 平成16(2004)年10月18日

～平成17(2005)年2月10日
４　調査面積 3,300m2

５　調査原因 四国横断自動車道(三間宇和間)建設
６　担 当 者 多田仁　中島義人
７　調査概要
下川遺跡の所在する西予市宇和町下川は、肱川沿いに

展開する丘陵の発達した地域で、地理学的には下宇和丘
陵と呼ばれている。周辺には北に大野山山地と肱川沿い
に発達した河岸段丘を、南側には法華津山脈から連なる
丘陵地が控えている。遺跡は肱川の中流域に位置し、西
側には肱川に注ぎ込む支流の緑川がある。遺跡はその右
岸に形成される丘陵上に立地しており、南側の谷筋には
背後に展開する法華津山系を越える峠道が各所に残され
ている。遺跡の標高は約210mで、肱川からの比高差は約
20mを測る。
今回の調査では、縄文時代早期の遺物包含層が確認さ

れ、出土遺物には石核や剥片があり、石材にはチャート
や頁岩が使用されている。さらに後期旧石器時代と考え
られるものも認められており、剥片や石核が確認されて
いる。これらの使用石材は赤色珪質岩や頁岩であった。
これら縄文・旧石器時代の遺物については、出土層位の
検討やテフラ分析の結果もふまえた詳細な位置づけが必
要となろう。
さらに攪乱土や表土内からは17～18世紀段階の遺物が

数多く確認されており、その内容も肥前・波佐見系の陶
磁器、石臼などの遺物がある。なお、これらの遺物は主
に丘陵鞍部の東側とその周辺の斜面部から出土してお
り、原位置を遊離した状態で確認されている。
本調査に先立って行われた試掘調査の成果などから

は、縄文時代の遺構・遺物の存在が考えられていた。し
かし、本調査によって後期旧石器時代の遺物も確認され
ており、調査に並行して行われたテフラ分析も交えて、
広域降下火山灰を援用した編年作業も可能となる。
また、近世の遺物についても、周辺では同時期の墓地

や「上屋敷」と呼ばれる小字名が残されていることなど、
その評価には周辺の調査も交えて考証する必要があろ
う。

（多田仁）
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遺跡全景(東より)

遺物分布状況(西より)

作業風景



21.務田
む で ん

遺跡
１　所 在 地 北宇和郡三間町務田
２　所属時期 弥生時代後期・中世
３　調査期間 平成16(2004)年1月19日

～平成16(2004)年4月9日
４　調査面積 2,200m2

５　調査原因 主要地方道宇和三間線
６　担 当 者 多田仁　中島義人
７　調査概要
務田遺跡は北宇和郡三間町南部に位置し、北部には法

華津山脈(標高約500～900m)、南西部には泉ヶ森・槇ノ山
山地(標高約600～700m)などの山地が展開している。三間
町中心部には四万十川支流の三間川が東流し、その周囲
には三間盆地と呼ばれる低地が形成されているが、務田
遺跡はこの三間盆地の南部に発達した泉ヶ森・槇ノ山山
地から伸びる小起伏丘陵に位置しており、三間川との比
高差は約20mを測る。遺跡の標高は約170mである。
ここでは弥生時代の遺物と中世の遺構が確認されてお

り、弥生時代の遺物には甕、壺、砥石がある。これらの
遺物は遺構確認面である光満砂岩層の上層で確認されて
おり、いずれも原位置を遊離した状態であった。また、
これら遺物に伴う遺構は確認されず、周辺からの流入か、
遺構の削平時に残されたものと判断できる。これらの所
属時期については、弥生時代後期末と考えられる。
中世の遺構には、建造物2棟、柱穴44口がある。建造

物や柱穴に伴う遺物は極めて少なく、時期認定について
問題は残るが、東の建造物のうちSB-01の柱間はすべて
約2mを測り、この数値は尺貫法に換算すると約6尺6寸と
なる。これは中世段階(室町後期以降)の1間である、6尺5
寸(196.95cm)に近似した数値であり、これを考え合わせ
れば、建造物の所属時期は中世後半に位置づけることも
可能となろう。遺構に伴う遺物が非常に少なく、時期認
定には注意を要するが、中世段階における建造物が伴う
施設または集落の存在が考えられる。
また、中世の建造物が確認されたことで当時の集落が

展開したことを想定できるが、その残存状況をみると通
常の集落跡とは様相が異なり、集落以外の機能も想定し
なければならないだろう。

（多田仁）
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遺跡全景(北より)

SB-01(北東より)

SB-02(北東より)



22.柿の木
か き の き

西方寺
さい ほ う じ

遺跡
１　所 在 地 宇和島市祝森
２　所属時期 縄文時代・中世
３　調査期間 平成16(2004)年7月1日

～平成16(2004)年11月30日
４　調査面積 2,700m2

５　調査原因 一般国道56号宇和島道路建設
６　担 当 者 西川真美　高田明知
７　調査概要

本遺跡は宇和島市の最南部に位置し、市域を北流する
来村川の支流である野井川の開析谷(標高55m)に立地し
ている。調査地は2本の川(柿の木川・祝の川)に挟まれた
平坦地であるが、旧地形は谷を挟んで、丘陵が二股に延
びていたようで、この平坦地形は、背後の山から多量の
土砂や礫が谷に堆積し、形成されたものである。
調査の結果、縄文時代早期・前期・後期の遺物と中世

の遺構・遺物が検出された。
縄文時代の遺構は検出されなかったが、縄文時代早期

の楕円押型文土器や縄文時代前期(轟式・羽島下層(古))
及び後期(中津式)の土器片、黒耀石・サヌカイト・頁
岩・チャート製の石鏃やサヌカイト製のスクレイパーを
検出した。遺物は調査区の低位(南西及び北東側)で、比
較的まとまって出土している。また、本調査区からは姫
島産黒耀石の剥片・細片が多く出土しており、この地で
石器製作あるいは石器補修を行った可能性が考えられ、
縄文時代のキャンプサイト的な場所であったことが想定
出来る。
中世は掘立柱建物1棟、柵列2条、石組み溝1条、柱穴

256口を検出した。これらの遺構は、調査区の南西側の
みで確認され、北東側には広がっていなかった。掘立柱
建物は2×4間の側柱建物で、桁方向はN-45ﾟ-Eである。
建物の南東及び北東側には平行あるいは直交するように
柵列が延びている。出土遺物は土師器の杯・皿類、備前
焼擂鉢、青磁椀、瓦質土器の土鍋等が出土している。
この地は、以前より寺院が存在していたという伝承の

残る場所であり、調査区南の丘陵には、津島越智氏の居
城である中世城館(貝の森城)が存在する。今回の調査で
は、寺院の存在を示す遺構や遺物は確認できなかったが、
南予における城・寺院・集落の在り方を考える上で貴重
な資料を得ることができた。

(西川真美)
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3 刊行した報告書の概要

本年度は別表にまとめたように第115集から第122集までの計8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。

「務田遺跡」

北宇和郡三間町に所在する務田遺跡の報告書である。ここでは中世末の建造物2棟が確認され、
中世集落の一部を確認することができた。また、撹乱状態ではあるが弥生時代後期の遺物も単独で
確認されている。 (多田仁)

「久枝Ⅱ遺跡2次・本郷Ⅰ遺跡2次」

西条市周布に所在する久枝Ⅱ遺跡・本郷Ⅰ遺跡の2次調査における報告書である。久枝Ⅱ遺跡で
は、弥生時代中期から古代の遺構・遺物を、本郷Ⅰ遺跡では、古墳時代から中世の遺構・遺物を検
出している。本書では、各時期の遺構・遺物の概要を整理し、遺跡周辺の景観復元を行っている。

(槙光一郎)

「大開遺跡2次」

西条市小松町に所在する大開遺跡2次調査の報告書である。古代の遺構・遺物を検出している。
本書では、古代の遺構・遺物の概要を整理し、8～10世紀の集落の状況を簡単にまとめ、竪穴住
居・土坑・溝などから出土した特徴的な土師器の甕について考察している。 (三好一史)

｢長網Ⅰ遺跡・長網Ⅱ遺跡・実報寺高志田遺跡・福成寺遺跡・旦之上遺跡｣

西条市(旧東予市)の長網から旦之上にかけての約1.6kmの間に所在する5遺跡をまとめた報告書で
ある。第1分冊では多数の竪穴住居を中心として広範に広がりをみせている古墳時代後期の遺構や、
古代瓦を出土した長網Ⅰ・Ⅱ遺跡と中世の土坑墓を検出した実報寺高志田遺跡を報告した。第2分
冊では、河岸段丘上に展開する縄文時代早期・後期・晩期の土坑、弥生時代前期から中期の集落の
一端、土坑墓群さらに一括廃棄土器を出土した後期の溝、また古代から中世にかけての掘立柱建物
などを検出した福成寺遺跡と旦之上遺跡を報告した。考察では遺物として縄文時代早期土器の位置
付や後期土器の各分類による出土頻度、東日本系土器とともに出土した晩期土器の位置付け、弥生
時代前期から中期の土器、さらに後期一括土器の位置付けを行った。古代瓦についてはその特徴を
明らかにした。遺構では弥生時代の土坑墓群の中に見えるグルーピングを行い、古墳時代のカマド
についてはその特徴と時期、古代の掘立柱建物については同時併存の建物の抽出などを行った。

（中野良一）

「願連寺泉遺跡2次・願連寺元泉遺跡・願連寺建ヶ内遺跡」

西条市丹原町願連寺に所在する願連寺泉遺跡・願連寺元泉遺跡・願連寺建ヶ内遺跡の報告書であ
る。3遺跡共に弥生時代中期から中世の遺構・遺物を検出している。本書では、各時期の遺構・遺
物の概要を整理し、遺跡周辺の景観復元を行っている。また、中世の方形区画溝について考察を行
っている。 (槙光一郎)

「大畑遺跡」

松山市下伊台町に所在する大畑遺跡の報告書である。大畑遺跡は縄文時代晩期から中世にかけて
の複合遺跡である。なかでも中世では区画溝を含む多数の遺構、輸入陶磁器・天目茶碗・壁土など



の多様な遺物が注目される。本書ではこうした遺構・遺物の在り方をベースに、地理的条件や歴史
的背景を踏まえて集落の具体相を分析し、大畑遺跡が河野氏関連集落で、14世紀に河野氏が風早郷
から松山平野へ進出するための重要拠点であった可能性を示唆した。 (真鍋昭文)

「道後町遺跡Ⅱ」

松山市道後町に所在する、道後町遺跡Ⅱの報告書である。本遺跡では縄文晩期から近世までの遺
構･遺物を検出した。本書では各時期の遺構･遺物の概要を整理し、過年度報告分の調査成果と今回
報告分をあわせ、道後町遺跡全体の遺跡の変貌を時期ごとにたどりまとめとした。 （寺嶋信三）

「久枝遺跡・久枝Ⅱ遺跡・本郷Ⅰ遺跡」

本書は西条市周布に所在する久枝遺跡・久枝Ⅱ遺跡・本郷Ⅰ遺跡の報告書である。
久枝遺跡下層遺構面では弥生時代中期と古墳時代中期の遺構が確認された。久枝遺跡上層遺構面

では、中世後期を中心とした遺構が多数検出され、方形区画屋敷地で構成された集落であることが
わかった。久枝Ⅱ遺跡下層遺構面では弥生時代中期と弥生時代後期から古墳時代初頭の2時期の遺構
を確認することができた。特に弥生時代中期中葉から後葉では竪穴住居22棟をはじめ、多くの遺構
とおびただしい量の弥生土器が検出された。出土遺物には、集落の交流関係を示す搬入品や、武器
形石器や中国大陸の影響を受けた石製指輪など、首長との関連が指摘できる遺物が認められる。こ
れらのことから久枝Ⅱ遺跡で展開した弥生集落は、道前平野における弥生時代中期の中核的集落群
である「久枝・願連寺遺跡群」の一角をなしていると考えられる。久枝Ⅱ遺跡上層遺構面では7世紀
後半から8世紀にかけての掘立柱建物群が検出された。掘立柱建物は21棟、掘立柱塀・柵列は7列を
数え、これらの遺構は同一方向を意識して構築され、規格的な配置が認められることから官衙関連
施設と考えられる。遺構の変遷と建物群の配置について検討した結果、8世紀の掘立柱建物は郡庁の
範疇で捉えることができる配置構造を呈していたことがわかった。また遺物組成では、郡庁の機能
の一つであった儀式や饗宴の場としての機能を類推することができた。これらのことから検出した
官衙関連施設は周敷郡衙の郡庁そのものであった可能性が高いと結論づけた。本郷I遺跡では縄文時
代晩期から古墳時代初頭の遺物を包含する自然流路を検出した。これは調査区北側に所在する大曲
川の旧河道そのものかあるいはそれに影響された流路の一部(支流)と考えられる。また古墳時代前
期の竪穴住居も検出されている。 (柴田昌児)
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平成16(2004)年度　報告書刊行一覧
シリーズ番号 刊　行　年　月 報告書名　掲載遺跡名 面積(m2)
第115集 平成 16(2004) 年 9 月 務田遺跡-宇和三間線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書- 2,200

第116集 平成 16(2004) 年 9 月 久枝Ⅱ遺跡2次・本郷Ⅰ遺跡2次-主要地方道壬生川丹原線道路整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書- 1,700

第117集 平成16(2004)年 12月 大開遺跡2次-二級河川都谷川河川改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書- 300

第118集 平成 17(2005) 年 3 月
長網Ⅰ遺跡・長網Ⅱ遺跡・実報寺高志田遺跡・福成寺遺跡・旦
之上遺跡-東予玉川線地域活性化道路緊急整備事業に伴う埋蔵
文化財調査報告書-

19,730

第119集 平成 17(2005) 年 3 月 願連寺泉遺跡2次・願連寺元泉遺跡・願連建ヶ内遺跡-主要地方道壬生川丹原線道路整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書- 865

第120集 平成 17(2005) 年 3 月 大畑遺跡-県道松山北条線整備に伴う埋蔵文化財調査報告書- 1,027

第121集 平成 17(2005) 年 3 月 道後町遺跡Ⅱ-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- 9,110

第122集 平成 17(2005) 年 3 月 久枝遺跡・久枝Ⅱ遺跡・本郷Ⅰ遺跡-一般国道196号今治小松道路建設に伴う埋蔵文化財調査報告書- 9,450
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4 道後公園（湯築城資料館）
1.事業の概要報告

文化財を活かした県有施設として、平成14年4月に道後公園(湯築城跡)内に、湯築城資料館と復
元区域がオープンし、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが道後公園全体の管理運営・普及啓
発事業を県から委託を受け、国史跡湯築城跡(平成14年9月指定)の活用および県内外への情報発信
を行っている
平成16年度は、道後公園来園者に湯築城資料館や復元武家屋敷等の解説・案内を行うボランティ

アの活用事業と、一般県民や児童生徒を対象とした普及啓発事業を行った。
また、広報誌「湯築城だより」を年2回発行し、広く情報発信を行っている。

(企画普及係長　中圓尾正)

2.湯築城資料館利用状況

3.国史跡湯築城跡普及啓発事業の概要

(1)第3回湯築城跡シンポジウム
「中世城館の新しいすがたを求めて－能島城跡・河後森城跡・湯築城跡－」
開催日時　平成16年11月28日(日) 12：30～16：30
会　場　　愛媛県総合社会福祉会館
参加者　　約211人
主　催　　愛媛県教育委員会・財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター
協　賛　　第16回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア2004」

平成16年度県民総合文化祭
内　容　　(1)講　　演　　講　師　千田嘉博(国立歴史民俗博物館助教授)

演　題　「日本の中世城郭」
(2)事例発表1 「能島城跡の特色」

発表者　中川　和(宮窪町教育委員会)
(3)事例発表2 「河後森城跡の特色」

開館日数 入館者数 備　　考
297 76,473
310 48,948

16年 4月 26 4,991
5月 26 3,762
6月 26 2,839
7月 27 2,552
8月 26 3,135
9月 26 2,976
10月 28 4,679
11月 25 4,277
12月 24 3,205

17年 1月 24 2,859
2月 24 3,598
3月 27 5,657

309 44,530

916 169,951累　　計

年　　月
14年度
15年度

16年度計
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発表者　高山　剛(松野町教育委員会)
(4)事例発表3 「湯築城跡の特色」

発表者　松村さを里(湯築城資料館)
(5)討　　論　　　パネラー・コーディネーター　講師及び発表者

司会進行　柴田圭子(湯築城資料館)
事例発表が行われた県内の城跡の個別的特色について意見が交わされ、湯築城

については、守護所から戦国期拠点城郭への変遷や、その城下に広がる町との関
連について議論された。能島城、河後森城については、山城や海城というこれま
での見方にとどまらず、その城が持つ政治的・経済的役割について議論された。
また、各遺跡での地域住民と連携した取組みが紹介され、今後の遺跡の活用につ
いても意見が交わされた。

(2)平成16年度親子で学べる湯築城講座
「『湯築城の歩き方』ガイドブックを作ろう！」
開催日　　平成16年7月24日(土)・25日(日)
参加者　　小学5・6年生親子26組(54名)
主　催　　愛媛県教育委員会・財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター
内　容　　　湯築城跡の各史跡を巡りながら、中世の遊び(すごろく・羽子板)、中世の衣装着用

(直垂・甲冑など)、中世の労働体験(石臼ひき・天秤棒で水運び・ヤリガンナで木削
り)を実体験、或いは見学し、その体験をもとに、写真やイラスト、その感想文を盛
り込んだ独自の湯築城に関するガイドブックを作成した。なお、ヤリガンナの実演は
湯築城跡の武家屋敷の建築に従事した大工　富永正年氏(松山市在住)を招聘した。

(3)平成16年度湯築城資料館企画展
「河野氏と海賊衆」
期　間　　平成16年7月6日(火)～10月31日(日)
会　場　　湯築城跡復元区域武家屋敷2・資料館
主　催　　愛媛県教育委員会・財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター
内　容　　　湯築城を本拠とする河野氏が海上勢力と関わりながら成長した歴史や、河野氏と関

係のある来島・能島村上海賊衆の動向について、古文書や発掘成果をもとに、写真解
説パネルの展示に加え、絵図や出土品等の展示した。

(4)広報誌「湯築城だより」

号　数 刊　行 記　　　　　　事
特集記事：｢特集！河野氏と海賊衆｣
イベント紹介：「親子で学べる湯築城講座」
中世を知ろう：「海賊達の船」　　ほか
特集記事　「特集！湯築城の構造2」
イベント紹介：「第3回湯築城跡シンポジウム」
ミニギャラリー：「土師質土器皿2」
中世を知ろう：「中世の遊び」　　ほか

第5号 16年8月

第6号 17年1月
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第3回湯築城跡シンポジウム　討論の様子

親子で学べる湯築城講座　ヤリガンナの実演

湯築城資料館企画展　資料館展示



－平成16(2004)年度年報－

平成17(2005)年5月31日

編集・発行　　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目10番地1
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