
平成18年度　年報 

2007

財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 









朝倉下経田遺跡出土平形銅剣と埋納遺構 





序　　文

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターは、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として昭和
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
跡展等を開催し、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18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18年度
年報「愛比売」を刊行することとなりました。本書は、当センターが発掘調査を実施
した11遺跡についての概要を中心に1冊にまとめたものです。

本書に掲載した11遺跡の内、特に朝倉下経田遺跡では弥生時代中期後半から後期初
頭の集落遺跡が見つかり、平形銅剣とその埋納遺構が検出されました。この調査成果
は、愛媛の弥生社会における平形銅剣の使われ方を検討するうえで貴重な資料になる
ばかりか列島における武器形青銅器研究にも大きく貢献するものであります。

そのほか、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事
業の概要についてもまとめております。

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き、さらに県民の
方々の身近にある埋蔵文化財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
立つ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を申し上げます。

平成19年6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18(2006)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：性格不明遺構
SM：古墳

7 本年報の編集は岡美奈子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
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

平成17(2005)年８月８日

平成18(2006)年３月31日　

平成18(2006)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。

事務局と重信整理事務所を統合し、松山市衣山に移転する。

指定管理者制度導入に伴い、道後公園(湯築城跡)の運営管理を県

に返還。

組織改正により調査課3係制から2係制へと移行する。
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３　事務所所在地
愛媛県松山市衣山4丁目68番1号

４　役員名簿
平成18(2006)年度

５　平成18(2006)年度組織及び職員
参事（兼常務理事）日野孝雄

総務課 総務課長　　　　　越智英規
専門員　　　　　 田井一政
主　事　　　　　　相原正明(平成18年4月退職)
臨時補助員　　　 河野有美　清家衣利子

下村　舞(平成18年5月退職)
調査課 調査課長　　　　　岡田敏彦
調査第一係 調査第一係長　　　中野良一

主任調査員　　　　柴田昌児　　多田　仁
調査員　　　　　　土井光一郎　三好裕之　梅木学文　遠藤　武

池内　明　　堀元数義　兵頭　勲　本田智珠　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　　　　西岡武志(平成18年4月退職)

調査第二係 調査第二係長　　　眞鍋昭文
主任調査員　　　　西川真美
調査員　　　　　　山内英樹　松村さを里　池尻伸吾　二宮　健　保氣口勝之

福山裕章　和田正人　　郷田秀和　　
嘱託員　　　　　　柴田圭子
臨時調査員　　　　大野由美子　　

野本俊二 
日野孝雄 
下條信行 

内田九州男 
白石勝也 
中川敬三 

名本二六雄 
森田邦博 
土居貴美 
赤松　環 
赤星皓一 
田所清二 
横田　潔 
濱田健介 

理事長 
常務理事 

 

理事 
 
 
 

監事 

 
 

役 
 
 
 

員 

 
 

評　　議　　員 

県教育委員会教育長 
(財)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 
県文化財保護審議会委員 
県町村会会長 
県教育委員会事務局文化スポーツ部長 
愛媛考古学協会長(平成18年6月就任) 
愛媛銀行常勤監査役 
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 
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 
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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18(2006)年度埋蔵文化財調査事業

平成18(2006)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
1階展示室で企画展を開催した。
「平成18年度遺跡速報展『いにしえのえひめ‘06』」 〔平成18年4月28日～9月18日〕
「平成18年度後期テーマ展『時代のものさし－弥生時代－』」

〔平成18年10月28日～平成19年3月23日〕
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－遺跡でめぐる伊予・土佐・讃岐・阿波－」

愛媛会場：松山市考古館　　　　　　　　　　 〔平成18年4月22日～平成18年7月17日〕
高知会場：高知県埋蔵文化財センター　　　　 〔平成18年8月 1日～平成18年9月30日〕
東京会場：東京国立博物館　　　　　　　　 〔平成19年1月16日～平成19年3月18日〕
香川会場：香川県歴史博物館　　　　　　　　　　 〔平成19年1月18日～平成19年2月18日〕
徳島会場：徳島県立埋蔵文化財総合センター　　　 〔平成19年2月21日～平成19年3月25日〕

発 掘 整 理 
松 山 管 内 22,549 10,315 239,809,500

5,980
(19,100)

地 域 振 興 整 備 公 団 今 治 新 都 市 0 13,000 51,450,000
愛 媛 県 桜 井 山 路 線 ほ か 3,150 14,490 85,726,000
最 高 裁 判 所 松 山 地 簡 裁 庁 舎 敷 地 842.16 0 17,220,000

32,521.16
(19,100)

()内は試掘対象面積を 
表す 

金　額　(円) 備 考 

国 土 交 通 省 
大 洲 管 内 

面　　積　(㎡)

()内は試掘対象面積を 
表す 

委 託 者 事 業 名 称 

合　　　　　　　　　計 

9,780 48,090,000

47,585 442,295,500

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

 遺　　跡　　名 

上分乗安遺跡 

宮ノ上遺跡 

松ノ丁遺跡2次調査 

朝倉下経田遺跡 

一本松遺跡 

郷桜井堀遺跡2次 

矢田大坪遺跡 

番町遺跡2次調査 

蓼原遺跡2次 

角ヶ谷城跡2次 

中津倉城跡 

所　　在　　地 

四国中央市上分町 

四国中央市中之庄町 

西条市小松町北川 

今治市朝倉下甲 

今治市山口 

今治市郷桜井 

今治市矢田 

松山市一番町 

伊予市上野 

宇和島市三間町曽根 

宇和島市高串 

調　　査　　原　　因 

国道11号川之江三島バイパス建設 

国道11号川之江三島バイパス建設 

国道11号小松バイパス建設 

国道196号今治道路建設 

県道今治丹原線改良 

県道桜井山路線整備 

県道今治丹原線改良 

松山地簡裁庁舎敷地 

県道松山伊予線改良 

四国横断自動車道建設 

四国横断自動車道建設 

調　査　係 

調査第一係 

調査第一係 

調査第一係 

調査第一係 

調査第二係 

調査第二係 

調査第二係 

調査第一係 

調査第一係 

調査第二係 

調査第二係 

所　属　時　期 

弥生時代～室町時代 

縄文時代～室町時代 

弥生時代～古代 

弥生時代中期～中世 

弥生時代～古墳時代 

弥生時代前期～中世 

縄文時代後期～中世 

江戸時代 

弥生時代後期 

中世 

中世 



-4-

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18年度は下記の2

遺跡で開催した。

地域説明会
発掘調査を実施し、現地説明会を開催できなかった遺跡について、地域の公民館と連携し、遺跡

説明会を平成18年度は下記の2遺跡で開催した。

遺　跡　名 
猿 川 西 ノ 森 遺 跡  
長 網 ・ 成 福 寺 遺 跡  

実　施　日 
   平成18年5月14日・10月22日 
  平成18年  5月 21日 

場　　所 
松 山 市 立 岩  
西 条 市 河 原 津  

連  携  機  関 
立　岩　公　民　館 
楠　河　公　民　館 

朝倉下経田遺跡　現地説明会

上分乗安遺跡　現地説明会

遺　跡　名 
朝 倉 下 経 田  
上 分 乗 安 遺 跡  

実　施　日 
  平成18年10月21日 
  平成19年  3月  3日 

場　　所 
今 治 市 朝 倉 下  
四国中央市上分町  

参　加　人　数 
450名 
140名 



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
調査第一係は、国土交通省の松山管内埋蔵文化財調査において、川之江三島バイパス・小松バイ

パス・今治道路の3路線で発掘調査を実施した。また、最高裁判所の委託を受けて、松山地方簡易
裁判所敷地内に所在する番町遺跡の調査を実施した。県関係では、県道松山伊予線改良事業にとも
ない、蓼原遺跡の調査を行った。
［発掘調査］

発掘調査は川之江三島バイパスの上分乗安遺跡と宮ノ上遺跡、今治道路では朝倉下の経田遺跡、
小松バイパスの松ノ丁遺跡で実施した。

上分乗安遺跡の調査は平成17年度調査区の西側において実施され、上下二面の遺構面が検出され
た。遺構では竪穴住居・掘立柱建物・柱穴群・土坑・溝・流路などを検出した。上面からは前年度
調査区と同様に7世紀後半から8世紀の遺構と、13世紀前後の鎌倉時代の遺構・遺物が検出されてい
る。上分乗安遺跡から上分西遺跡にかけては中世の集落跡が広く展開していることが明らかとなっ
た。集落位置の時代的推移や方形区画溝を持つ居住地の存在などから、階層的側面についても考察
することが重要である。下面では弥生時代後期と古墳時代前期、奈良～平安時代の流路群を検出し
た。特に弥生時代後期後半の竪穴住居では、九州以東での出土例がほとんど見られない「九州型石
錘」の出土が注目される。

小松バイパスの松ノ丁遺跡は、過年度調査区から古代の竪穴住居や掘立柱建物などが検出されて
いる。今回の調査区からも同時代の掘立柱建物や溝などが検出され、遺跡が広範に展開しているこ
とが明らかとなった。

今治道路では前年度に引き続き朝倉下経田遺跡の調査が行われた。遺構面は弥生時代中期末、古
代、中世の各時期が部分的に三面確認された。遺構は竪穴住居、掘立柱建物、溝、土坑、柱穴など
が検出されている。最も注目される成果は柱穴状遺構に平形銅剣が垂直に立った状態で検出された
ことである。全国的な類例の稀少性や集落内からの出土である点など、銅剣埋納の在り方について
新たな資料を提供できた。

番町遺跡は、絵図では松山藩の家老屋敷内に該当していたため建物跡の検出が期待されたが、遺
構では多数の廃棄土坑や排水溝などが検出され、建物跡はみられなかった。廃棄土坑からは近世陶
磁器などの遺物が大量に出土した。特筆される遺物は土坑から出土した一括廃棄の土師器皿で、近
世のまとまった資料としては初めてで、今後分類など整理作業が期待される。

蓼原遺跡は僅か180m2の調査であったが、弥生時代後期の土坑や溝が検出された。１次調査区と
あわせて、遺跡が広範に展開していることが明らかとなった。

［整理作業］

川之江三島バイパスと今治道路について整理作業を実施した。特に川之江三島バイパスでは県内
で出土量の少ない縄文時代後期の縁帯文土器がまとまって出土している。中世では方形区画溝をも
つ屋敷地内に多数の掘立柱建物を復元した。重複関係から時期的な分別が必要であるが、出土遺物
の組成や形態が香川県出土のものと酷似する傾向にある点も注目される成果である。香川との共通
性については縄文後期の縁帯文土器も同様である。地理的要因が大きいと考えられる。

今治道路では、遺構図の合成や遺物接合・復元の基礎整理を行った。
蓼原遺跡は整理作業を実施し、過年度に実施した１次調査区の成果と合わせて本報告書を作成し

た。
(調査第一係長　中野良一)
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調査第二係事業概要
調査第二係では、国土交通省大洲管内2件、愛媛県5件の発掘調査と、都市再生機構関連4件、国

土交通省大洲管内1件、愛媛県4件の整理作業の委託事業を担当した。

[発掘調査]

国土交通省から委託を受けて実施したのは宇和島市三間町曽根の角ヶ谷城跡および宇和島市高串

の中津倉城跡である。角ヶ谷城跡の調査は前年度に実施した調査に続く2次調査となる。今回は縄

張り調査で確認されていた城郭施設の西斜面を調査した。調査の結果、地表面観察で看取されてい

た竪堀状の溝が竪堀ではないこと、西斜面には郭が2面構築され、掘立柱建物が存在したことなど

が明らかとなった。中津倉城跡では主郭部分とその北側にある堀切と土塁を調査した。本年度の調

査では郭内の掘立柱建物周辺から15世紀前半段階の中世土器が出土しており、城郭の構造を知るう

えで貴重な調査であり、次年度の継続調査でより具体的な成果が上がるものと期待できる。

愛媛県から委託を受けて実施したのは今治市高橋の高橋佐夜ノ谷II遺跡、同市桜井の郷桜井堀遺

跡、同市矢田の矢田大坪遺跡、同市山口の一本松遺跡である。高橋佐夜ノ谷II遺跡では自然流路か

ら旧石器時代から中世にかけての遺構・遺物が、郷桜井堀遺跡では弥生時代前期と中世の遺構・遺

物が、矢田大坪遺跡では縄文時代後期から中世にかけての集落跡が、一本松遺跡では弥生時代から

古代にかけての集落跡が発見された。

[試掘調査]

宇和島市高串の四国横断道建設予定地において、19,100m2を対象に試掘調査を実施した。高串に

おいて縄文時代の遺物と中世の遺物を検出したが、遺構面は削平されており遺跡は遺存していなか

った。

[整理作業]

各事業とも発掘調査に並行して基礎整理作業を実施した。また、国土交通省関連では平成15年度

から17年度にかけて発掘調査を実施した宇和島道路関連遺跡(熱田城跡・柿の木西方寺遺跡・長松寺

城跡)の報告書を、愛媛県関連では平成17年度から18年度に実施した高橋佐夜ノ谷II遺跡2次、平成

15年度に実施した郷桜井堀遺跡および平成18年度に実施した同遺跡2次の報告書を、都市再生機構

関連では、高地・阿方・高橋・別名地区の各遺跡の報告書4冊を刊行した。そのほか愛媛県関連の

孫兵衛作壬生川線の報告書作成作業を行い、次年度刊行の予定である。
（調査第二係長　眞鍋昭文）

普及啓発事業概要
『埋蔵文化財保護思想の普及』

さまざまな事業に取り組むなかで、センターの活動内容を知っていただくとともに調査成果など

の生涯学習への活用を積極的に進めている。

［考古資料特別展］

事務所1階展示室において上半期に「平成18年度遺跡速報展『いにしえのえひめ‘06』」として前

年度調査の17遺跡について紹介を行った。下半期には「平成18年度後期テーマ展『時代のものさ

し－弥生時代－』」を開催し、東予(今治平野を中心とした地域)・中予(松山平野を中心とした地域)

の弥生土器について、前期から後期にかけてのそれぞれの地域での形の変化や同一時期における2

地域間の相違などについて展示紹介を行った。また、四国地区の各県及び松山市の埋蔵文化財セン

ター合同の展示会である「発掘へんろ－遺跡でめぐる伊予・土佐・讃岐・阿波－」を四国内4会場
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で行うとともに東京会場（東京国立博物館）での展示も行った。

［発掘調査現地説明会］

2会場で実施し、開催案内・実施状況報告とともに説明会資料をホームページ上に紹介した。

［地域説明会］

現場の進捗状況などで現地説明会の開催が出来なかった遺跡について、地域の公民館と連携し遺

跡説明会を２地域で実施した。

［埋蔵文化財展示会］

過年度に発掘調査を実施し、現地説明会等で公表している出土品や写真資料を県内外の市・町等

に貸し出し、6件の展示会、10件の出版物への協力を行った。

［その他の事業］

各種団体等の依頼を受け、調査課職員を講師として派遣するとともに見学等の受け入れを実施し

た。例年実施している発掘調査現場への中学生・高校生の体験学習の受け入れに加え、今年度は衣

山で実施している整理作業についても中学生の職場体験学習受け入れを実施した。

［各種刊行物の発行］

年間の事業概要をまとめた「愛比売－平成17年度年報－」や職員の自己研鑽の調査研究をまとめ

た「紀要愛媛－第7号－」を刊行した。
(調査課長　岡田敏彦)

平成18年度遺跡速報展

『いにしえのえひめ‘06』

平成18年度後期テーマ展

『時代のものさしー弥生時代ー』



２　発掘調査を実施した遺跡の概要



平成18年度埋蔵文化財調査位置図(番号は各遺跡概要に付した番号に対応)
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竪穴住居 
(SI-01)
竪穴住居 
(SI-01)

2c区 

3区 

2a区 

2b区 

※トーンを貼った遺構は自然流路・溝を表す 
　白抜きの遺構は古代・中世の柱穴遺構を表す 
※トーンを貼った遺構は自然流路・溝を表す 
　白抜きの遺構は古代・中世の柱穴遺構を表す 

遺構配置図

位置図

1.上分
か み ぶ ん

乗安
のりやす

遺跡
１　所 在 地 四国中央市上分町438～440-1・461
２　所属時期 弥生時代～室町時代
３　調査期間 平成18(2006)年6月19日

～平成19(2007)3月14日
４　調査面積 5,859m2

５　調査原因 一般国道11号川之江三島バイパス建設
６　担 当 者 柴田昌児　山中孝重　遠藤　武

藤本清志

７　調査概要

古くからの交通の要衝である四国中央市は愛媛県の東

端に位置し、現在でも香川・徳島・高知とのアクセスに

利便性を発揮している。本遺跡は同市に流れる最大の河

川である金生川によって形成された扇状地の西側扇側部

に位置し、標高18m前後に立地している。

今回の発掘調査では、弥生時代後期・古墳時代初頭～

前期・古代(奈良～平安時代)・中世(鎌倉～室町時代)の遺

構と遺物を検出した。検出した遺構は竪穴住居をはじめ、

掘立柱建物・柱穴・土坑・溝・流路・不明遺構があり、

各調査区で上層と下層に分けて調査した。

下層遺構として2a区から2c区にかけて弥生時代後期・

古墳時代初頭～前期・奈良時代・平安時代に形成された

10条にも及ぶ流路群を検出することができ、各時代にお

いて比較的多くのの土器が出土した。特に古墳時代初頭

～前期の流路では二重口縁壺など古式土師器が出土し、

平安時代の流路では黒色土器や緑釉陶器、摂津型羽釜な

どが出土している。昨年度の調査成果も含めると流路が

存続していた各時代の集落域はこの流路群によって東西

に分断されていたことがわかった。上層遺構である中世

には流路は完全に埋まってしまい、その上面には柱穴群

が形成されるようになる。

昨年度調査した1区に隣接する2c区では下層遺構として

弥生時代後期後半の方形竪穴住居1棟(SI-01)を検出した。

この竪穴住居からは比較的多くの鉄器(現時点では鉄器の

錆落としが未完了でその器種名は不明)とともに滑石製有

溝石錘が出土した。この石錘は「九州型石錘」と呼称さ

れるもので、紡錘形を呈し、表面が多面であることが挙

げられ、本出土例は面取りされた箇所に反りまで認めら

れる。こうした九州型石錘は、本例以外では九州以東で



の出土例はない。今回出土した石錘は持ち込まれたもの

か、あるいは同質の石材を選んで原型に忠実に作ったも

のと考えられる。いずれにしても北部九州の海人集団が

関与していた可能性が高く、海人の移動や漁撈活動の広

域伝播、そして広域な交流実態を検討する貴重な資料で

ある。

上層遺構として13世紀後半から14世紀ころを中心とし

た鎌倉～室町時代の遺構が多量に検出された。今回の調

査で見つかった掘立柱建物の柱穴は約1100穴であり、昨

年度調査した中世の柱穴を含めると約1900穴に及ぶこと

がわかった。出土遺物には中世土器をはじめ、銭貨(開元

通寶)や青銅製容器の一部、鉄製品などが見つかっている。

出土した中世土器には隣の讃岐や阿波の技術的特徴を備

えたものが多く見つかっており、本遺跡が所在する地域

の地域性を看取することができる。このような調査成果

から2a区を中心に比較的規模の大きい中世集落が13世紀

後半から14世紀ころに営まれていたことが推察できる。

昨年度まで調査した上分西遺跡で検出した中世遺構の調

査成果を含めると、上分西遺跡から上分乗安遺跡の間で

少なくとも4つのまとまりを作って中世集落が現れている

ことがわかった。さらに一連の発掘調査で13世紀ころか

ら15世紀ころにかけて居住する場所を移動しながら集落

が推移していることも判明した。

また見つかった柱穴群の中には、柱を抜き取った穴に

土師皿などの中世土器を丁寧に埋納しているものが30例

以上見つかっている。これは地鎮祭祀を行った結果と考

えられ、この集落では抜き取り柱に対する地鎮行為を少

なくとも30回以上行なっていたことがわかった。

以上、調査成果を概観した。特に弥生時代後期の九州

型有溝石錘の出土は、九州との遠距離交易を実証してい

るだけでなく、海人の移動や漁撈活動の広域伝播をも示

めしていると言える。また、古墳時代から中世に至るま

での調査成果は、四国中央市の地域性の歴史を如実に表

しており、高速道路をはじめとした情報と交通・物流の

結節点である四国中央市の利便性が、現代に始まったも

のではなく、その始まりは遅くとも弥生時代にあり、連

綿と現代まで受け継がれたものであることを物語ってい

るのである。 (柴田昌児)
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九州型石錘

竪穴住居床面から出土した九州型石錘

調査区全景(東から)

柱穴内に埋納された中世土器
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2. 宮ノ上
み や の う え

遺跡
１　所 在 地 四国中央市中之庄町676-1
２ 所属時期 縄文時代～室町時代
３ 調査期間 平成18(2006)年7月24日

～平成18(2006)年9月14日
４ 調査面積 800㎡　　　　　　　　　　　　　
５ 調査原因 一般国道11号川之江三島バイパス建設
６ 担 当 者 柴田昌児　遠藤　武
７ 調査概要

愛媛県の東端に位置する四国中央市は、古くからの交

通の要衝であり、現在でも四国縦貫自動車道と四国横断

自動車道とが交差する川之江ジャンクションが設置され

るなど、交通の要衝としての性格をもっている。宮ノ上

遺跡は四国中央市西部の旧伊予三島市域から土居町に向

かって東西に帯状に形成された扇状地の扇央部分に位置

し、標高35m前後に立地している。

本調査区の遺構面は、北側の海浜部に向かって緩やか

に傾斜し、部分的に砂礫層の露出が見られた。

遺構は柱穴状遺構120穴が検出された。調査区に隣接

した県道上猿田三島線は近世までは確実に遡ることので

きる伊予・讃岐間を結ぶ街道であることから、それに隣

接した建物に起因する柱穴群が想定できる。遺構に伴う

遺物は検出することができなかったが、遺構面直上の包

含層からは15世紀代の土釜口縁部と縄文土器と思われる

摩滅を受けた土器片が出土している。

今回の調査で検出された柱穴状遺構は明確な建物とし

て復元するには至らなかった。また遺物も僅少で遺構に

伴うものはない。しかし、近接して伊予・讃岐間を結ぶ

街道である交通路があることから今回の調査成果はこう

したこととの関連性を考慮して検討していくことが必要

であろう。また、周辺地域では中世土器を表採すること

ができることから、周辺に当該期の遺跡が存在する可能

性が充分考えられ、今後の周辺遺跡の調査成果に期待し

たい。 (柴田昌児・遠藤武)

位置図

調査区全景
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遺構配置図
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3.松ノ丁
ま つ の ち ょ う

遺跡2次調査
１　所 在 地 西条市小松町北川松ノ丁13-2ほか
２ 所属時期 弥生時代終末期～古代
３ 調査期間 平成19(2007)年2月19日

～平成19(2007)年3月23日
４ 調査面積 990㎡
５ 調査原因 一般国道11号小松バイパス建設
６ 担 当 者 土井光一郎　梅木学文　池内　明

兵頭　勲
７ 調査概要

本遺跡は、道前(周桑)平野の主要形成河川である中山

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)に位置しており、本

調査区の450m西方には国史跡法安寺跡が所在している。

本調査の対象区域は、平成15･16年度に実施した松ノ丁

遺跡1次調査地に隣接する県道両脇の総延長約400m部分

である。調査では、都谷川を挟んで北側の石原地区、そ

してその南側の松ノ丁地区と井手ノ向地区の3地区にお

いて遺跡の存在が確認された。

松ノ丁地区では土坑12基、溝12条、柱穴139穴、性格

不明遺構2基を検出した。各溝は条里地割に伴う素掘小

溝と考えられる。掘立柱建物に伴う大型の柱穴も幾つか

確認できたが、建物を想定できる柱列は4筋のみであっ

た。また、本地区からは、かまどを有した竪穴住居1棟

が検出されている。

井手ノ向地区は貧弱な自然堤防上に位置し、土坑5基、

溝1条、柱穴類33口、性格不明遺構2基、古代期に廃絶し

た自然流路1条を検出した。柱穴約30穴が密集して確認

できているが、他地区や過去の調査事例と比較しても小

規模なもので、遺跡の性格が異なることが考えられる。

石原地区では土坑1基、溝8条、柱穴77口、性格不明遺

構2基、自然流路1条を検出した。調査区外に延びている

ため全体像は不明であるが、布掘りの柱穴が検出されて

いる。

検出された遺構・遺物は、松ノ丁遺跡1次調査と同時

期と考えられ、本調査によりさらに遺跡の広がりが指摘

できる。また同様に法安寺と同時並存していた可能性が

高く、その関連性が注目される。

（土井光一郎・兵頭　勲）

石原地区完掘状況

石原地区柱穴内遺物出土状況

位置図

石原地区溝内遺物出土状況



-15-

4.朝倉下経田
あさくらしもきょうでん

遺跡
１　所 在 地 今治市朝倉下甲383
２ 所属時期 弥生時代中期末～古代
３ 調査期間 平成18(2006)年6月19日

～平成19(2007)年3月23日
４ 調査面積 14,900㎡
５ 調査原因 一般国道196号今治道路建設
６ 担 当 者 三好裕之　堀元数義　今泉ゆかり
７ 調査概要

本遺跡は、南に鷹取山、東に笠松山、北に霊仙山とい
った山塊によって囲まれた谷底平野のほぼ中央部に位置
し、その谷底平野を貫流する頓田川の中流域左岸に展開
する複合扇状地とそこに形成された旧自然堤防上(標高
31～32m)に位置している。

今年度は、前年度の調査(1次調査)に引き続き、未調査
であった1次調査区の上層遺構の1部と下層遺構の調査を
実施した。さらにその北西部に位置する調査区を2次調
査区として本年度から調査を開始した。

1次調査区下層では、弥生時代中期末(伊予東部Ⅳ-3様
式)を中心とした時期の竪穴住居6棟・溝13条・土坑35
基・柱穴及び小穴181穴・性格不明遺構2基(SX100は土器
溜まり)を検出した。検出された円形の竪穴住居はその
内の3棟が直径8mを超える比較的規模の大きなもので、
やや小形の竪穴住居とセットで検出されている。こうし
た竪穴住居などの居住施設は、調査区に沿って2棟前後
がまとまって散在的に分布する傾向が認められ、調査区
内で検出された同時期と考えられる遺構の両端は距離に
して約100mを測ることができる。また検出された遺構群
の分布は概ね旧自然堤防上に集中する傾向性が看取でき
ることから、調査区の北側は頓田川に起因する小規模な
河岸段丘であることも踏まえると、居住域の広がりは舌
状に延びた旧自然堤防の微高地上に限定できるものと考
えられる。こうした集落の経営期間は、上述したように
弥生時代中期末(伊予東部Ⅳ-3様式)を中心に消長してい
たことは遺構から出土した遺物を見る限り間違いない。
また包含層からは後期初頭まで下る弥生土器も出土して
いることから、集落の廃絶時期が後期初頭(伊予東部Ⅴ-1
様式)ころまで下る可能性も充分指摘することができる。
いずれにしても本遺跡では、弥生時代中期末(伊予東部
Ⅳ-3様式)を中心とした集落が展開しており、居住施設を
散在的に分布させながら比較的規模の大きい居住領域を
形成していたことが想定できる。

P5139

SX-100

SI-3

SI-2SI-1

銅剣埋納遺構 
(P5018)

SI-4

SI-5

SI-6

� ���

� � ����

位置図

1次調査区弥生時代遺構配置図
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こうした居住領域の中、SI-1・2とSI-4・5、そしてSI-6
に挟まれた空間で平形銅剣が埋納された遺構(P5018)を検
出した。埋納遺構の周辺には小柱穴が比較的集中して検
出されているが、掘立柱建物など埋納遺構付帯施設とし
て復元できるものは現時点では確認できていない。

P5018は残存値で直径約35cm・深さ約30cmを測るやや
不整形な円形を呈した柱穴状遺構である。平形銅剣は、
円形遺構の中心ではなく、若干北側にずれたところで剣
先を下に向けた状態で検出され、長さ約21.1cm・幅
4.6cmの剣身上半部分が残存し、基部は欠損していた。
この埋納遺構の土層堆積状況は、周辺の弥生時代遺構と
同様の黄褐色系の土色を持つ砂質土で埋められており、
銅剣が出土したあたりは、平面が楕円形を呈した最大径
約12cmの柱穴状の落ち込み部分となっていて、そこのみ
黒褐色砂質土層が充填されていた。この遺構では銅剣以
外の出土遺物は無かった。以上の状況から平形銅剣は剣
身自体を垂直に立てた状態で埋納されていたと考えるこ
とができる。そして平形銅剣を取り纏う黒褐色砂質土層
の存在は、剣自体が何らかの有機質物(例えば木製容器
や布など)で包まれていた可能性を示唆している。さら
に言えば、ほぼ垂直に立てた銅剣がやや傾いているのも
そうした有機質の腐食過程で生じた結果と見ることもで
きよう。ここで大きな課題として挙げられるのが平形銅
剣の欠損が何時、どのような状況で生じたかである。そ
の破断面を観察する限りは強い加撃によって瞬時に折損
したものと考えられる。破断面の状態が古いことから、
少なくとも水田耕作時などの最近の折損ではない。私見
(柴田)としては埋納された状態が比較的保たれているこ
とを考えると、埋納以前の折損であった可能性が高いと
考える。いずれにしてもこうした埋納方法の復元につい
ては整理作業を通してあらゆる可能性を考えて慎重に検
討を加えていきたい。

出土した平形銅剣は、鋳造時の鋳残しが若干残るもの
の、全体を比較的丁寧に研磨しており、刃部は研ぎださ
れていない。この銅剣は本遺跡に近い朝倉下に所在する
保田遺跡で出土した平形銅剣5口のうちの2口にもっとも
近似しており、その型式は平形銅剣Ⅱ式古相として位置
付けることができる(銅剣観察の所見は愛媛大学吉田広
氏のご教授・ご指導による)。

2次調査区下層では、古代の遺構を中心に検出した。
掘立柱建物15棟・溝17条・土坑34基・柱穴及び小穴1177
穴・性格不明遺構3基を確認し、複数の遺構から遺物が
出土した。昨年度調査した1次調査区と同様、掘立柱建

平形銅剣埋納遺構検出状況

平形銅剣出土状況

出土した平形銅剣
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物の多くは、ほぼ正方位に近い方向を指向しており、赤
色塗彩土師器をはじめ、8世紀代の遺物が多く出土して
いる。特に土坑(SK50)から出土した単弁八葉蓮華文軒丸
瓦は、外区・内区の境界線、弁及び間弁の位置、蓮子や
珠文の位置など、伊予国分寺2次調査で出土した軒丸瓦
と極めて酷似しており、同范もしくは同型と考えられる。
またこの遺構の近くから磚も出土しており、本遺跡は僅
少ながら瓦が伴う傾向が認められる。昨年度の調査では
円面硯なども出土していることから、本遺跡は官衙関連
施設か寺院関連施設である可能性が高い。また出土土器
の中には黒色土器をはじめ、12世紀代の土師器杯・皿も
比較的多く出土している。このことから、12世紀前後を
中心とする遺構群も展開していたと考えられる。こうし
た古代の遺構群は次年度も継続して調査する予定であ
り、さらなる調査成果も踏まえたうえで、遺跡の性格を
検討していきたい。

次に上層遺構を概観したい。
1次調査区上層では調査区の北東側で、溝1条・土坑7

基・小穴329穴の遺構が検出され、複数の遺構から中世
土器の出土を確認した。出土した中世土器は、土師器
杯・皿や備前焼などであり、隣接する昨年度の調査箇所
と同じ室町時代 (15～16世紀)の所産と考えられる。こう
した調査成果を踏まえると本調査区域では15～16世紀を
中心とした中世集落が展開していたと考えられ、掘立柱
建物を復元するまでには至っていないが、昨年度検出し
た区画溝の性格も含め、当該期の中世集落の構造を知る
貴重な資料である。

2次調査区上層では掘立柱建物2棟・溝9条・土坑8基・
柱穴及び小穴350穴・性格不明遺構2基の遺構を確認し、
複数の遺構から中世土器の出土を確認した。出土した中
世土器は土師器杯・皿や和泉型瓦器椀などが認められ、
鎌倉時代・13世紀ころの所産と考えられる。こうした遺
物の出土状況から、検出された掘立柱建物を含め、本調
査区では13世紀代の中世集落が展開していたと考えられ
る。中世墓と考えられるSK10からは、瓦器椀、土師器
杯・皿、さらに長方形を呈した盤状青銅製品(青銅鏡?)な
ど合計24点にのぼる副葬品が出土している。このような
中世墓の存在は、中世集落に居住する集団の性格を考え
るうえでも興味深い資料である。

以上、調査成果を概観した。本遺跡では、弥生時代中
期後半から後期初頭の居住域が検出され、平形銅剣とそ
の埋納遺構を伴っていた。今治平野の弥生社会を見た場
合、周辺には山口遺跡・一本松遺跡・朝倉下岡遺跡・

古代の掘立柱建物

小穴から出土した弥生土器

竪穴住居(SI-04)から出土した弥生土器

竪穴住居(SI-01・02)
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単弁八葉蓮華文軒丸瓦

磚

野々瀬遺跡・立丁遺跡など、同時期の弥生遺跡が比較的
集中して分布していること、そして平形銅剣の出土は保
田遺跡の5口と本遺跡出土例を含め、旧朝倉村域に集中
していることなどを指摘することができる。こうしたこ
とを踏まえると弥生時代中期後半から後期では、本遺跡
が所在する谷底平野である頓田川中流域が今治平野での
１つの核となった地域であったことを容易に想定するこ
とができる。そして平形銅剣の埋納遺構の検出は、地域
社会内での評価のみならず、列島における武器形青銅器
研究にも大きく貢献するものと思われる。以上のような
調査成果に対する評価を念頭に置き、今後の整理作業で
は周辺地域との関連性も考慮しながら多角的に評価して
いきたい。

古代では8世紀前後と12世紀前後の2時期の遺構が検出
された。特に8世紀前後に展開する遺構・遺物は、上述
したように官衙や寺院に関連する施設である可能性が高
く、今後慎重に検討を加えていきたい。

中世では、13世紀ころと15～16世紀の集落の一部を検
出した。このように時期の異なる中世集落が調査区内で
展開しており、その内部構造や時間的動態など、整理作
業を通して今後検討する必要がある。

普及活動として、10月21日(土)に、一般公開を目的と
して、平形銅剣の出土状況の公開を中心とした現地説明
会を開催した。地元の方々の関心は非常に高く、一般市
民はもとより、地元小中学校の児童・生徒や教職員も多
数訪れ、最終的に約450名もの参加者を得ることができ
た。

(柴田昌児・堀元数義)

中世の掘立柱建物

中世墓(SK-10)遺物出土状況
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SI-05完掘状況

SI-08完掘状況

5.一本松
い っ ぽ ん ま つ

遺跡
１　所 在 地 今治市山口151-1
２　所属時期 弥生時代～古墳時代
３　調査期間 平成19(2007)年1月4日

～平成19(2007)年3月20日
４　調査面積 600m2

５　調査原因 県道今治丹原線改良
６　担 当 者 保氣口勝之　大野由美子

７　調査概要
本遺跡は、古谷川によって形成された扇状地と頓田川

の河岸段丘にはさまれた標高約25m前後の緩斜面に立地
する。

調査の結果、竪穴住居6棟、掘立柱建物4棟、土坑13基、
溝7条、柱穴約300穴を検出した。時期は、弥生時代から
古墳時代にわたるが、すべて同一遺構面からの検出であ
る。

弥生時代の主な遺構として竪穴住居1棟と土坑3基を検
出した。竪穴住居は、直径約6.8mの円形を呈し中央に炉
を有する。床面の遺存状態も良く柱穴14穴を検出した。
炉は楕円形を呈する地床炉で、炉の床面から炭化物を含
む黒褐色の埋土を確認した。また、土坑3基からは大量
の弥生土器が出土し、一度に廃棄されたものと考えられ
る。遺物の中には分銅形土製品の上半分があり、祭祀行
為との関連性も窺える。その他、打製石剣やサヌカイト
の剥片が出土している。

古墳時代の主な遺構として竪穴住居5棟を検出した。
平面形はいずれも方形を呈し、一辺約4m前後を測るが、
調査区中央の住居は一辺約7mを測り、他に比べて大型で
ある。これらの住居については、主軸の方向や周壁溝の
有無等の違いはみられるが、出土遺物に大きな時期差が
なく、短期間に建替えが行われた可能性が考えられる。
主な遺物として、住居や柱穴から須恵器が出土した。

今回の調査では、竪穴住居･掘立柱建物を含む、弥生
時代中期と古墳時代後半を中心とした遺構を検出した。
また、弥生時代前期から古代にかけての土器が出土して
いることや、古墳時代の竪穴住居床面から多くの土抗･
溝･柱穴などが検出されたことなどから、長期間にわた
り居住地として活用されていたことが窺える。現段階で
は古代の遺構と断定できるものはないが、包含層中より
古代の遺物も出土しているため、詳細な分析･考察を加
えて古代の遺構を抽出し、周辺の遺跡との関連性や広が
りも考慮に入れて、各時期を通した遺構の推移等の検討
が必要であると考える。

(保氣口勝之)

位置図
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6.郷桜井堀
ご う さ く ら い ほ り

遺跡2次
１　所 在 地 今治市郷桜井1丁目267-3他
２　所属時期 弥生時代前期～中世
３　調査期間 平成18(2006)年10月3日

～平成18(2006)年10月31日
４　調査面積 110m2

５　調査原因 県道桜井山路線整備
６　担 当 者 眞鍋昭文　福山裕章

７　調査概要
本遺跡は今治平野南端に位置し、頓田川右岸に広がる

沖積低地上に立地する。遺跡の南には南北に延びる回廊
状の谷(長沢)があり、本遺跡は谷から平野への開口部付
近を占地している。古代官道である南海道は長沢から国
分尼寺を経て国分寺・国府へ至るルートをとっていたも
のと考えられる。調査では主に弥生時代と中世の遺構・
遺物を検出した。

弥生時代の遺物は前期の遠賀川系土器で、海浜砂堆と
考えられる砂丘上からまとまって出土している。

中世の遺物は12世紀後半から13世紀前半頃のものが主
体を占める。土坑7基、柱穴189穴を検出したが、調査範
囲が狭小であるため、具体的な建物跡を明確にするには
至らなかった。出土遺物では棒状に固結した炭化米や柱
穴から出土した甲冑の破片などが注目される。本遺跡は
国分尼寺跡に隣接するかもしくはその寺域に含まれてい
ると考えられるが、国分尼寺に関連するような遺構・遺
物は検出されていない。

（眞鍋昭文）

位置図

���
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遺構配置図
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7.矢田大坪
や た お お つ ぼ

遺跡
１　所 在 地 今治市矢田甲310-2、311他
２　所属時期 縄文時代後期～中世
３　調査期間 平成18(2006)年11月6日

～平成19(2007)年3月20日
４　調査面積 800m2

５　調査原因 県道今治丹原線改良
６　担 当 者 眞鍋昭文　福山裕章

７　調査概要
本遺跡は今治平野北部の日高丘陵北斜面に位置し、浅

川中流域の矢田に立地する集落遺跡である。遺構は南北
に延びる微高地上に分布する。

調査では縄文時代後期～中世にかけての遺構・遺物を
検出した。

縄文時代の遺物は包含層や遺構埋土中から後期の土器
片が散発的に出土している。

弥生時代では後期の竪穴住居1棟を検出した。竪穴住
居は隅丸方形の平面形をもつもので一辺4.5mを測る。

古墳時代は本遺跡の最盛期であり、竪穴住居17棟、土
坑7基を検出した。竪穴住居は1棟が前期に属するほかは
後期の所産で、ことに調査区南東部と北西部で多重に重
複して検出された。南東部では少なくとも11棟の竪穴住
居が重複し、短期間に幾度となく立て替えがおこなわれ
ており、通常の集落とは様相を異にする。

古代では大型の柱穴列が検出されたほか、包含層中か
ら鉄素材が出土し、丘陵を挟んで南に所在する製鉄遺跡
である高橋佐夜ノ谷遺跡や、日高丘陵南斜面に点在する
別名端谷遺跡や別名寺谷遺跡などの鍛冶工房遺跡との関
連が注目される。

本遺跡の周辺では近年しまなみ海道建設や今治新都市
開発およびそれらに付随する開発等によって、様々な成
果が公表され、地域の歴史が明らかにされつつあるが、
それらの多くは丘陵部およびその南斜面に集中してい
る。今回の調査は今までほとんど調査例のなかった丘陵
部北斜面における初の調査例であり、今治北部地域の様
相を知る貴重な調査例である。

（眞鍋昭文）

位置図
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遺構配置図
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8.番町
ばんちょう

遺跡2次調査
１　所 在 地 松山市一番町3丁目3-8
２　所属時期 江戸時代
３　調査期間 平成18(2006)年12月8日

～平成19(2007)年3月30日
４　調査面積 842.16m2

５　調査原因 松山地簡裁庁舎敷地
６　担 当 者 中野良一　多田　仁

７　調査概要

本調査では江戸時代の文化層(生活面)が３面確認され

ている。調査で最も古い段階の第３面(江戸最古段階)で

は、土坑約20基と柱穴が検出された。これらの多くが整

地に伴うものや、ゴミ捨て場として利用されたものと考

えられる。第２面(江戸古段階)では、土坑約50基、柱穴

約30穴、溝が検出された。土坑には瓦と土師器皿を一括

廃棄した状況を示すものが検出されている。より詳細に

類例調査を行う必要はあるが、江戸時代の土師器皿が一

括で多量に出土した類例は県内では少ないようで、中世

からの土師器皿の系譜を考える上で貴重な資料である。

また、小規模な池と考えられる遺構から、大量の木製品

が出土しており、漆器やクシなども含まれていた。第１

面(江戸新段階)では、土坑約10基、柱穴約10穴、溝が検

出された。さらに池遺構も確認されており、この遺構の

存在からは調査区北側が庭園として機能していた可能性

を示唆することができる。溝には瓦質の土管を連結して

埋設したものが確認されており、これらは暗渠として機

能したと考えられる。各段階で出土した遺物の多くは陶

磁器や土師器などで、この他にも玩具として用いられた

土製品、瓦、石製硯、クシなどの木製品、金属器などが

大量に出土している。陶磁器類には伊万里系や唐津系の

ものが含まれ、18世紀段階のものが多く、確認される器

種も碗、鉢、皿、急須など豊富である。

今回の調査で松山城の周辺に展開した武家屋敷の一端

を垣間見ることができた。先だって行われた松山市によ

る１次調査では、本遺跡が松平家の家老屋敷地として積

極的に評価されており、今回の調査においても今後の遺

構・遺物の検討や周辺調査などを多元的に執り行い、松

山における江戸時代の諸相を考察する必要があろう。

（多田　仁）

位置図
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9.蓼原
たではら

遺跡2次
１　所 在 地 伊予市上野字蓼原230-6他
２　所属時期 弥生時代後期
３　調査期間 平成18(2006)年7月10日

～平成18(2006)年7月27日
４　調査面積 180m2

５　調査原因 県道松山伊予線改良
６　担 当者 梅木学文　兵頭　勲

７　調査概要

本遺跡は、松山平野南部の丘陵地から沖積低地へと下

っていく傾斜部(標高22～24m)に位置する。近辺の丘陵地

には古墳時代の首長墓が数多く存在し、また沖積低地に

は古墳時代中期の大規模な祭祀遺跡である出作遺跡があ

る。さらに本遺跡より北へ約200ｍの所には、弥生時代

と古墳時代の遺構・遺物が確認された蓼原遺跡1次調査

地が存在している。本調査の対象区域は、県道拡幅部分

の南北約45ｍ×東西約4ｍの範囲であり、この調査区内

を3箇所に区分し、調査を実施した。

その結果、調査区の北側に位置する第1調査区からは、

土坑2基・溝3条・柱穴2穴が検出されたが、第1調査区よ

り標高が高くなる南側の第2・3調査区では、包含層およ

び遺構の検出は認められなかった。出土遺物については、

弥生時代後期と古墳時代後期～中世の遺物が出土してい

るが、その大半は前者で占められており、複合口縁や底

部に円形粘土を付加した壺などが出土している。本遺跡

は主に弥生時代後期に機能していたと考えられる。

本遺跡は調査区が小規模であるため、遺構・遺物とも

に希薄であったものの、隣接する蓼原遺跡1次調査地で

認められたような弥生時代後期や古墳時代後期の遺物が

出土していることから、さらに遺跡が広く展開していた

と考えられる。しかし主体としていた時期については相

違がみられ、古墳時代後期を主体としている蓼原遺跡1

次調査地に対し、本遺跡では弥生時代後期を主体として

いることから、時期によって遺跡の立地に変化があるこ

とが示唆できる。

本遺跡のように丘陵部から沖積低地へと移り変わる地

域での調査は、周辺の丘陵地や沖積低地と比較しても少

ないことから、重要な調査成果の一つといえよう。

（兵頭　勲）

位置図

N

����

� � ���

第3調査区 

第2調査区 

第1調査区 

P01

P02 SK02

SK01

SR03

SR02
SR01

試掘坑 

遺構配置図

遺構完掘状況



-24-

10.角ヶ谷
か ど が た に

城跡2次
１　所 在 地 宇和島市三間町曽根904・905
２　所属時期 中世
３　調査期間 平成18(2006)年7月10日

～平成18(2006)年8月31日
４　調査面積 880m2

５　調査原因 四国横断自動車道建設
６　担 当者 眞鍋昭文　郷田秀和

７　調査概要
宇和島市三間町は愛媛県西南部に位置し、北を法華津

山脈に、南を泉ヶ森などの山地に囲まれた鬼北盆地西部
(三間盆地)に位置している。本城跡はこの三間盆地西端
に位置し、泉ヶ森山地から延びる丘陵先端部に占地する。
今回の発掘調査は平成17年度に引き続く2次調査である。

調査区は城郭の中核施設である山頂の郭群の西側斜面
であるが、縄張り調査では主郭の北と東側の防御施設が
堅固であり、西側には切岸以外に明確な施設は確認され
ていなかった。

調査の結果、上下2段の郭を検出した。上段の郭(第3
郭)はごく浅い谷部を利用して構築されたもので、郭の両
翼は光満砂岩の岩盤を削り込んで平坦面を切り出し、残
土を谷中央部と斜面下方に押し出して土盛りして平坦面
を造り出す構造である。残存する平坦面は約26m2である
が、もともとは58m2ほどの広さがあり、斜面下位の第4
郭と連動して階段状の郭構造であったものと考えられ
る。この第3郭の平坦面では雨落ち溝と半間の庇を備え
た掘立柱建物が検出された。盛土が流出して盛土部分の
平坦部が残存していないことから本来の規模は不明であ
るが、推定される平坦部の広さから2間×2間の建物であ
ったものと考えられる。

今回の調査で特に注目されるのは、第3郭の埋土の有
り様である。第3郭は破砕された角礫を多量に含む土砂
に分厚く覆われており、地山を掘削した土砂で人為的に
埋め戻されたものと考えられる。この土砂には少量なが
ら遺物が含まれている。この土砂は山頂の第1郭・第2郭
およびその切岸を造る際に生成した掘削残土か、もしく
は、第1郭と第3郭の間に存在していたかも知れない施設
を破壊して生じた土砂以外には物理的にありえない。

結論的に言うと、現存する角ヶ谷城跡の城郭施設以前
に山腹近くまで郭(第4郭)を備えた古い段階の城郭施設が
存在し、ある段階で山腹や斜面部の郭を放棄して、第1
郭・第2郭を中核施設とする切岸防御主体の城郭に造り
替えたという仮説を導き出すことができる。

（眞鍋昭文）
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11.中津倉
な つ く ら

城跡
１　所 在 地 宇和島市高串字家藤乙1128-1他
２　所属時期 中世
３　調査期間 平成19(2007)年1月5日

～平成19(2007)年3月23日
４　調査面積 5,100m2

５　調査原因 四国横断自動車道建設
６　担 当者 西川真美　二宮健

７　調査概要
中津倉城跡は旧宇和島市の北東部、高串川と光満川に

挟まれ南に延びる丘陵部(標高88m)に位置し、尾根の頂部
よりやや下った所に立地するが、眺望は良く、三間・吉
田の両街道からよく見える。

城跡は単郭構造で、城の主体は南に大きく張り出す主
郭とその北に位置する土塁・堀切からなる。

主郭は南北約34m、東西約20m、平坦面の面積は448.4
㎡を測る。郭は地山を掘削し、残土を東西側へ押し出し
て平坦面を造りだしたものと考えられるが、東側は私道
造成時に削平を受け、西側は盛土の崩落が著しいため、
郭の東西の切岸の状況は不明である。主郭内の遺構は小
穴が117穴が確認され、中でも郭の中央東側からは掘立
柱建物が1棟確認されている。

郭の南端は、東西幅3mと細く括れ、そこから先は、自
然に下った緩斜面となっている。郭の南端は後世に削平
され、旧地形は想像するに留まるが、ここに土砂を盛っ
て平坦面を造ったとは考えにくく、中津倉城の城郭範囲
は丘陵括れ部までであったと考えられる。

土塁は主郭の北側に隣接する。東側が削平され、全容
は不明であるが、恐らく郭を目隠しするように東西に延
びていたものと考えられる。土塁は地山を水平に削り出
した後、盛土により造成している。

堀切は土塁の北側に位置し、主郭の北を区切るもので
ある。堀底は断面逆台形の箱堀状である。

遺物は土師器杯・皿、青磁碗・皿、備前焼擂鉢、土鍋、
土錘などが出土している。時期は備前焼や青磁の特徴か
ら15世紀前半と推定される。

中津倉城跡は単郭構造の小規模な城跡で、丘陵続きに
ある道免(夏秋)城、糠の森(金山)城どちらかの出城(街道
を監視する砦)であったと考えることができる。また、主
郭の北側には土塁と堀切が認められ、北側への防御を意
識した造りとなっている。また、郭内からは掘立柱建物
が検出され、擂鉢や土鍋など生活遺物が出土している。

調査は継続中であり、中津倉城跡の全容解明は今後の
調査成果を待つこととなるが、南予の中世城郭を検討す
る際の貴重な調査例となるものと考えられる。

（西川真美）

位置図
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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129集から第139集までの計11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。

「高橋仏師II遺跡」

今治市高橋に所在する高橋仏師II遺跡の報告書である。遺跡からは弥生時代と古代の遺構・遺物

が出土している。特に古代の時期では、谷最奥部の緩斜面に展開する段状遺構を多数検出し、7世

紀代の集落の一様相を把握することができた。 (池尻伸吾)

「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・阿

方牛ノ江IV遺跡」

今治市阿方および高地に所在する6遺跡の報告書である。谷奥部に展開する高地スゴ谷I遺跡は、

古墳時代後期の竪穴住居や作業空間としての段状遺構などが確認され、周辺の後期古墳との関係性

を考察するうえで良好な資料である。高地栗谷４号墳は、２基の埋葬主体を有する楕円墳であり、

副葬品(鉄製品・滑石製模造品など)の出土状況とあわせ、今治平野における古墳時代中期の数少な

い首長墳の具体相を窺い知ることのできる古墳である。

阿方牛ノ江I～IV遺跡は、低丘陵に挟まれた谷部および丘陵緩斜面に展開する古墳時代後期から

奈良・平安期にかけての集落遺跡であり、同時代における開析谷および斜面部の土地利用および遺

構の展開過程を知るうえで有効である。

また、自然科学分析としては、阿方牛ノ江II遺跡出土の木製品について樹種同定を実施し、水田

遺構の可能性がある箇所(溝による小区画部分)については、プラント・オパール分析を実施し、乾

田もしくは陸稲が行われた可能性が報告されている。 (山内英樹)

「馬越和多地遺跡2次」

今治市馬越に所在する馬越和多地遺跡2次調査の報告書である。本遺跡からは12～14世紀の遺構

と遺物を検出している。本書では遺構・遺物の概要を整理するとともに、遺跡周辺の景観復元を行

った。また出土木器の樹種同定も行っている。 (兵頭　勲)

「高橋佐夜ノ谷Ⅱ遺跡2次」

今治市北西部の開析谷に立地し、自然流路11条を検出した。流路内からは旧石器時代から古墳時

代にかけての遺物が出土している。特に弥生時代後期前半～中頃の土器は、焼成後穿孔や記号文が

施された壺が廃棄されていた。そのほか、後期旧石器時代の角錐状石器、縄文時代後期の縁帯文土

器が出土した。 (西川真美)

「蓼原遺跡1・2次」

伊予市上野に所在する蓼原遺跡1・2次調査の報告書である。本遺跡からは、弥生時代後期と古墳時代

後期の遺構・遺物を検出している。特に1次調査では古墳時代後期の住居3棟、建造物4棟、溝7条、柱穴
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41穴が検出され、集落の存在が明らかとなった。本書では遺構・遺物の概要を整理するとともに、花粉

分析と植物珪酸体の自然科学分析も行っている。 (兵頭　勲)

「熱田城跡・柿の木西法寺遺跡・長松寺城跡」

宇和島市津島町に所在する熱田城跡、同市祝の森に所在する柿の木西法寺遺跡、および同市保田

に所在する長松寺城跡の報告書である。各遺跡からは、中世の山城や集落跡が検出された。また、

柿の木西法寺遺跡では縄文時代早期から後期の遺物、長松寺城跡では弥生時代の遺物が包含層から

出土している。本書では、各時期の遺構・遺物の概要を整理し、南予地域における縄文時代の石器

石材の利用状況や中世山城の時間的な位置付けを行っている。 (池尻伸吾)

「角ヶ谷城跡2次」

宇和島市三間町曽根に所在する角ヶ谷城跡の報告書である。平成17年度に実施した角ヶ谷城跡の

2次調査の報告書である。縄張り調査で明らかとなっていた城郭施設の西側斜面部を調査し、表面

観察ではわからなかった2面の郭を検出した。部分的な調査で、かつ、城郭本体が未調査であるた

め全容は明らかにできないが、報告書では角ヶ谷城跡が現存する城郭施設を完成する以前にすでに

何らかの城郭が存在し、15世紀後半になって現存する城郭に再構築した可能性を指摘した。

(眞鍋昭文)

「郷桜井堀遺跡」

今治市郷桜井に所在する郷桜井堀遺跡の報告書である。調査では弥生時代から中世の遺物が出土

したが、主体となるのは13世紀前後の遺構・遺物である。本遺跡は国分尼寺跡に近接するか、もし

くは寺域に含まれているものと考えられるが、瓦の散発的な出土のほかに国分尼寺との関連を窺わ

せるような資料は発見されなかった。 (眞鍋昭文)

「郷桜井堀遺跡2次」

今治市郷桜井に所在する郷桜井堀遺跡の報告書である。上記の郷桜井堀遺跡の2次調査の報告書

である。遺跡は浜堤状の微高地上に営まれた弥生時代から中世にかけての集落跡である。古代の遺

物は希少で国分尼寺との関連を想起させるような資料は発見されず、中世も12世紀後半から13世紀

前半頃の遺物が主体をしめるなど、1次調査と様相を同じくする。遺構は土坑のほかに多数の柱穴

が検出されたが、具体的な建物配置等は不明であった。 (眞鍋昭文)

「阿方頭王VII遺跡・阿方頭王VIII遺跡・阿方頭王IX遺跡・阿方頭王X遺跡・阿方頭王XI遺跡・阿方頭

王XII遺跡」

今治市阿方に所在する6遺跡の報告書である。本遺跡群は低丘陵の斜面部に展開する弥生時代か

ら平安期にかけての集落遺跡であり、特に弥生時代中期後葉を中心とする遺構が多く認められる。

特に阿方頭王IX遺跡は、「阿方頭王遺跡群」の中でも拠点的役割を担うものと考えられ、居住施設

および作業スペースとしての段状遺構をはじめ、弥生土器や各種石器(環状石斧ほか)が多量に出土

している。また、阿方頭王VII遺跡から出土した板状鉄斧は、鞴に転用したと考えられる高杯脚部
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とあわせ、鍛冶関連の遺構が存在する可能性を示す遺物であり、斜面部における遺構の展開および

性格を論じるうえで重要である。

また、阿方頭王VIII遺跡では石列が認められる遺構があり、供献された遺物から判断して、11世

紀前半代の年代が与えられる。遺構の性格としては基壇の可能性も考えられ、同時期の遺構・遺物

を知る数少ない資料である。

考察では、「丘陵性集落」としての本遺跡群の展開過程や「段状遺構」とした遺構の分類とその

性格付けについて若干触れている。 (山内英樹)

「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」

今治市別名に所在する別名端谷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遺跡の報告書である。各遺跡からは弥生時代から中世の遺構を検出し、別名端谷I遺跡・別名

寺谷I遺跡では鍛冶炉数十基から成る鍛冶工房跡が検出された。遺物では、弥生時代中期後半の絵画

土器や弥生時代後期の一括資料のほか、鍛冶工房跡の周辺からは古代の銅印や国産施釉陶器、中国

産陶磁器、円面硯、風字硯などが出土している。本書では各時期の遺構・遺物の概要を整理し、時

間的・空間的な位置付けを行っている。 (池尻伸吾)

平成18(2006)年度　報告書一覧

シリーズ番号 刊行年月日 報 告 書 名 　掲 載 遺 跡 名 面積(㎡)

第129集 平成18年4月 高橋仏師II遺跡-今治新都市開発に伴う埋蔵文化財調査 
報告書第1集-

5,000

第130集 平成18年4月 
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　阿方牛ノ江IV遺 
跡-今治新都市開発に伴う埋蔵文化財調査報告書第2集-

21,200

第131集 平成18年7月 馬越和多地遺跡2次-浅川水系日吉川の河川改修工事に伴 
う埋蔵文化財調査報告書- 2,203

第132集 平成18年10月 高橋佐夜ノ谷II遺跡2次-一般県道今治丹原線道路改築事 
業に伴う埋蔵文化財調査報告書IV- 1,460

第133集 平成18年9月 蓼原遺跡1・2次-主要地方道松山伊予線改良事業に伴う 
埋蔵文化財調査報告書- 877

第134集 平成18年9月 熱田城跡　柿の木西法寺遺跡　長松寺城跡-一般国道56
号宇和島道路建設に伴う埋蔵文化財調査報告書-

8,900

第135集 平成18年10月 角ヶ谷城跡2次-四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財 
調査報告書IV- 880

第136集 平成18年9月 郷桜井堀遺跡-一般県道桜井山路線道路改良工事に伴う 
埋蔵文化財調査報告書1-

170

第137集 平成19年1月 郷桜井堀遺跡2次-一般県道桜井山路線道路改良工事に伴 
う埋蔵文化財調査報告書2-

110

第138集 平成19年3月 
阿方頭王VII遺跡　阿方頭王VIII遺跡　阿方頭王IX遺跡 
阿方頭王X遺跡　阿方頭王XI遺跡　阿方頭王XII遺跡-今 
治新都市開発に伴う埋蔵文化財調査報告書第3集-

10,910

第139集 平成19年3月 
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-今治新都市開発に伴う 
埋蔵文化財調査報告書第4集-

13,000



-29-

上分乗安遺跡現地説明会遺物説明

西条市楠河公民館にて長網・成福寺遺跡説明会1

西条市楠河公民館にて長網・成福寺遺跡説明会2
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平成18年度遺跡速報展『いにしえのえひめ‘06』展示風景

遺跡速報展を見学する大学生



－平成18(2006)年度年報－
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