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はじめに

　本年も当センターが昨年度に実施した受託事業（発掘調査及び整理・報告書作
成）および自主事業などの概要をとりまとめた年報「愛比売」を刊行することと
なりました。
　本書では受託事業として発掘調査を実施した11遺跡の概要を掲載いたしており、
平成17年度から発掘調査を実施し、昨年度の調査でほぼ終了しました朝倉下　下経
田遺跡の調査では弥生時代から古代・中世にいたる集落の様相が明らかになると
ともに松山市北井門遺跡の調査では縄文時代後・晩期の竪穴建物や弥生時代から
古墳時代の木製品を伴う流路が検出されるなど、調査件数は少ないものの県内各
地で貴重な調査成果をあげることができました。
　また、本書では当センターが自主事業として行いました考古資料特別展や発掘
調査に伴う現地説明会などの普及・啓発事業の概要についてもまとめております。
　さらに、昨年度は 7冊の発掘調査報告書を刊行しました。弥生時代後期後半か
ら古墳時代にかけての大型集落で、多量の遺物が出土した松山市北井門遺跡をは
じめ、四国中央市に所在する宮ノ上遺跡・下石床遺跡・旧硯寿院跡、そして宇和
島市所在の岩倉城跡など、刊行された報告書に表した遺跡は県内全域に及んでお
ります。
　なお、昨年度は愛媛県の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業として、前年度か
ら引き続いて県有出土品の整理事業及び県内埋蔵文化財包蔵地・史跡等情報整理
事業を実施しました。この成果によって、より多くの方々に埋蔵文化財の情報を
ご活用いただくことができるようになりました。
　本書を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22年 5 月

財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長　　藤　　岡　　　澄
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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21（2009） 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地形図の一部を使用した。
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　SD：溝　SE：井戸　SI：竪穴建物　SK：土坑
　…………SPまたはP：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、調査員石岡ひとみと嘱託員松本美香の協力を得て主任調査員柴田昌児が行った。
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Ⅰ　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターの
　　　　　　　　　　　　組織及び事業の概要
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Ⅰ−1　組織の概要

⒈　設立の目的
　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り、特に、埋蔵文化財の保護は、本県の土地開発の発展の
中で、ますます大きな問題になっているところから、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された
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二別館へ移転する。

　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　事務局を県庁第一別館へ移転する。
　平成 3（1991）年　 4月 1日　東温市（旧温泉郡重信町）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　 4月 1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
県庁第二別館に移転する。

　平成14（2002）年　 4月 1日　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。

　平成15（2003）年　 4月 1日　事務局を愛媛県三番町ビルに移転する。
　平成17（2005）年　 8月 8日　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。
　平成18（2006）年　 3月31日　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。
4月 1日　組織改正により調査課 3係制から 2係制へと移行する。

　平成21（2009）年　 4月 1日　組織改正により総務課に総務係長職が設置され、専従職員が就く。

⒊　事務所所在地
　　愛媛県松山市衣山 4丁目68番地 1号
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⒋　役員名簿
平成21（2009）年度　

役
　
　
　
　
員

理 事 長 藤 岡　 澄 県教育委員会教育長

常務理事 松 廣 義 忠 ㈶県埋蔵文化財調査センター参事

理　　事

下 條 信 行 県文化財保護審議会委員

白 石 勝 也 県町村会会長

前園實知雄 奈良芸術短期大学教授

名本二六雄 愛媛考古学協会長

監　　事
佐 伯 英 治 愛媛銀行常勤監査役

山 内　 泰 松山市教育委員会教育長

評　議　員

栗 田 正 己 元松山東高等学校長

寺 澤 房 和 東温市教育委員会教育長

神 野 師 算 県市町会事務局長

平 岡 長 治 県高等学校長協会長

杉 本　 譲 県教育委員会事務局文化スポーツ部文化財保護課長

⒌　平成21（2009）年度組織及び職員

　　　　　　　　参事（兼常務理事）　　松廣　義忠
総務課　　　　総務課長　　　　　　竹田　真二
　　　　　　　総務係長　　　　　　三好　裕之
　　　　　　　臨時補助員　　　　　河野　有美　　　藤村美由紀

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　　　西川　真美（10月〜）
　　　　　　　調査員　　　　　　　松村さを里　　　深川　範人　　　米子　英輔
　　　　　　　嘱託員　　　　　　　柴田　圭子　　　松本　美香　　　藤本　清志
　　　　　　　臨時調査員　　　　　大岸　丈洋　　　松井菜穂子　　　岡　ひとみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　富山亜紀子　　　神原　郁美　　　菊池　公作
　調査第二係　調査第二係長　　　　眞鍋　昭文
　　　　　　　主任調査員　　　　　西川　真美（〜 9月）　　　　　　　土井光一郎
　　　　　　　調査員　　　　　　　池尻　伸吾　　　大内　博志　　　東　　眞己
　　　　　　　　　　　　　　　　　石岡ひとみ
　　　　　　　嘱託員　　　　　　　今泉ゆかり　　　岡　美奈子　　　大野由美子
　　　　　　　臨時調査員　　　　　西之谷　相（〜 7月退職）　　　　　石田　義広（ 8月〜）
　　　　　　　　　　　　　　　　　中平　秀仁（10月〜）
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Ⅰ−2　事業の概要

⒈　受託事業（寄附行為第 4 条第 1 号）
　平成21（2009）年度埋蔵文化財調査事業

委　託　者 事…業…名…称
面…積（㎡）

金…額（円） 備　　考
発…掘 整…理

国土交通省
松山管内 35,654 12,209 293,496,000

大洲管内 2,850 2,200 53,697,000

愛　媛　県 県道蕪崎土居線ほか 14,512 826 191,187,500 緊急雇用対策関連事業を含む

合　　　　　　　　計 53,016 15,235… 538,380,500

　平成21（2009）年度埋蔵文化財調査（発掘調査）一覧

No. 遺…跡…名 所…在…地 調……査……原……因 調…査…係 所……属……時……期

1 旧硯寿院跡 四国中央市土居
町土居 県道蕪崎土居線建設 調査第二係 弥生時代〜中世

2 本郷遺跡 新居浜市本郷 県道西町中村線建設 調査第二係 古代

3 朝倉下　下経田遺跡 今治市朝倉下甲 国道196号今治道路建設 調査第一係 弥生時代〜中世

4 朝倉南　今若遺跡 今治市朝倉南 国道196号今治道路建設 調査第一係 弥生時代〜中近世

5 石手村前遺跡 2次 松山市石手 県道六軒家石手線みち再生事業 調査第二係 古代・中世

6 道後今市遺跡16次 松山市道後北代 県道松山北条線建設 調査第二係 縄文時代〜中世

7 北井門遺跡 2次 松山市北井門町 松山外環状線建設 調査第一係 縄文時代〜近世

8 北井門遺跡 3次 松山市北井門町 県道久米垣生線建設 調査第二係 縄文時代〜近世

9 池田遺跡 伊予市下吾川 国道56号伊予インター関連整備 調査第一係 古墳時代・中世

10 岩倉城跡 3次 宇和島市三間町
曽根 四国横断自動車道建設 調査第一係 中世

11 板島城跡 宇和島市和霊町 四国横断自動車道建設 調査第一係 中世

⒉　普及・啓発事業（寄附行為第 4 条第 2 号）
　考古資料特別展
　　 1階展示室で企画展を開催した。
　　　「平成21年度遺跡速報展『いにしえのえひめ ’09』」　　　　
　　　　　　　　　　　　　前期（報告書編）　　〔平成21年 4 月27日〜 6月26日〕見学者：　133名
　　　　　　　　　　　　　後期（発掘調査編）〔平成21年 7 月13日〜 9月18日〕見学者：　 81名
　　　「平成21年度後期テーマ展『時代のものさし−中世−』」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔平成21年10月26日〜平成22年 2 月26日〕

見学者：　202名
　四国地区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。
　　　「続・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21年 4 月17日〜 6月28日〕見学者：4，241名
　　高知会場：高知県埋蔵文化財センター　…　……〔平成21年 7 月27日〜 9月18日〕見学者：1，417名
　　香川会場：香川県埋蔵文化財センター　　………〔平成21年10月 3 日〜12月 4 日〕見学者：　754名
　　徳島会場：徳島県立埋蔵文化財総合センター〔平成22年 1 月12日〜 3月 7日〕見学者：　879名
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　共同企画展
　　愛媛県生涯学習センターと共催し、次の事業を共同企画し、実施した。
　　　「考古学の美術館　いにしえの美−掘り出された宝物−」
　　開催場所：愛媛県生涯学習センター企画展示室〔平成21年 7 月25日〜 8月31日〕

見学者:1，754名
　　財団法人愛媛県スポーツ振興事業団愛媛県総合運動公園と共催し、次の事業を共同企画し、実
施した。
　　　「里帰り埋蔵文化財展」
　　開催場所：愛媛県総合運動公園事務室　　　　　〔平成21年10月20日〜11月29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21年度は下記の
4遺跡で開催した。

遺　跡　名 実　施　日 場　　所 参加人数 備　　考

朝倉下…下経田遺跡 平成21年 9 月5日 今治市朝倉下 210名

本郷遺跡 平成21年 9 月19日 新居浜市本郷 200名

板島城跡 平成21年11月14・16〜20日 宇和島市和霊 　80名 期間中随時説明

池田遺跡 平成22年 2 月13日 伊予市池田 110名

朝倉下　下経田遺跡　現地説明会 2

朝倉下 下経田遺跡　現地説明会 1
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本郷遺跡　現地説明会

池田遺跡　現地説明会

板島城跡　現地説明会
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Ⅱ　事 業 報 告
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Ⅱ−1　受託事業の概要

調査第一係事業概要
　調査第一係の平成21年度事業は、国土交通省の松山管内埋蔵文化財調査で、川之江三島バイパス・
今治道路・松山外環状線・松山インター関連・伊予インター関連の 6路線と、大洲管内埋蔵文化財
調査で、和霊歩道・四国横断自動車道（ 2事業）の 2路線の発掘調査と整理作業を実施した。

［発掘調査］
　発掘調査は松山管内では今治道路の朝倉下…下経田遺跡と朝倉南…今若遺跡、松山外環状線の北井
門遺跡 2次調査、伊予インター関連の池田遺跡、大洲管内では和霊歩道の板島城跡と四国横断自動
車道の岩倉城跡 3次調査を実施した。
朝倉下…下経田遺跡は昨年度調査区の下層および隣接地の調査を行い、弥生時代後期、古墳時代中期、
古墳時代後期の集落を検出した。竪穴建物や掘立柱建物など遺構の密度が極めて高いことから、地
理・地形的要因からの居住適合性の高さや、特に古墳時代集落については生活空間としての占地必
然性などを裏付ける分析が課題となろう。朝倉南…今若遺跡では弥生時代後期と古墳時代後期〜終
末期の集落の一端が検出された。また、土坑からは弥生時代中期末の良好な一括資料が出土してい
る。隣接地の調査成果が待たれる。
　北井門遺跡 2次調査では、前年度調査区の間と東側の調査を実施し、ほぼ全域で縄文時代後期・
晩期、弥生時代前期・後期、近世の遺構・遺物を確認した。特筆される成果は縄文時代晩期の大型
円形土坑や埋甕を伴う土坑の存在で、大型円形土坑は住居の可能性も考えられ、前年度調査や隣接
地の成果を加味すれば、居住域と墓域がセットとして確認されたことになる。弥生時代では溝の存
在が大きい。前期溝は約80ｍの長さで検出され周辺に集落の存在を想定させる。一方、後期では溝
底面から器台など祭祀的様相を持つ廃棄土器群が確認され、集落の廃絶などとの関わりについて検
討を要する。近世遺構は東側調査区（ 3・ 4区）に偏って検出されており集落の存在が明らかとなっ
た。総体的に掘立柱建物規模が大きいことから、一般的農村集落ではなく町屋の可能性も考えられ
る。近隣に所在する大庄屋の豊島家との関連も視野に入れ、景観復元を試みる必要があろう。
　池田遺跡では古墳時代後期の集落が確認された。伊予市では古墳の調査は実施されているが、古
墳を築造した人々の集落についてはほとんど調査事例がなく、その実態は不明であった。竪穴建物
は6世紀後半に機能していたことから、近隣に存在する古墳との関係など検討の必要がある。また、
当該期では四国で初めて出土した黒色土器埦の生産地がどこなのか、集落に住む人々のルーツを考
える上においても興味深い。
　板島城跡は、機能した時期が従来からいわれている16世紀後半ではなく15世紀に遡ることが明ら
かとなり、単独の竪堀状遺構の一部も検出された。これは南予一帯に見られる在地系築城技術と矛
盾がない。
　岩倉城跡では山頂に造り出された曲輪ではなく、山裾に展開する曲輪を中心に調査が行われてき
た。各曲輪は切岸とセットで防御性を高め、主郭までの守りを固めている姿が明らかになりつつあ
る。また、各曲輪は近世に何らかの生活領域として再利用されていることも判明してきた。

［整理作業］
　松山インター関連の北井門遺跡と川之江三島バイパスの下石床遺跡と宮ノ上遺跡の報告書を刊行
した。同じく川之江三島バイパスの上分乗安遺跡と上分西遺跡の遺物実測や遺構図合成を行った。
今治道路では朝倉下経田遺跡の古代と中世面の遺構を中心に遺構図トレースやレイアウトを行った。
また、遺物実測も行い遺構の時期認定を進めた。

（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、愛媛県より委託を受け、発掘調査 5件、整理作業 4件を実施し発掘調査報告書
を刊行した。
　また、昨今の雇用情勢の悪化に対処するために県が実施した緊急雇用対策事業の一環として、愛
媛県教育委員会より収蔵遺物・遺跡台帳・史跡天然記念物のカード化及び電子情報化業務を受託し
実施した。
[発掘調査]
　旧硯寿院跡（四国中央市土居町）、本郷遺跡（新居浜市）、北井門遺跡 3次調査・石手村前遺跡 2
次調査・道後今市遺跡16次調査（松山市）の 5遺跡について実施した。
　旧硯寿院では扇状地の自然堤防上に営まれた弥生時代後期および古代の集落跡の一部を確認した。
旧硯寿院に関連する古代寺院を想起するような遺構は未検出である。今回の調査区は集落の北限に
相当し、集落本体は南へ大規模に広がっているものと考えられる。旧土居町での発掘調査は四国縦
貫道建設時に丘陵部において実施されているが、平野部での調査例は僅少であり、今回の発掘調査
で得られた知見は、郷土の歴史を解明する好資料になるものと期待される。
　本郷遺跡は新居浜平野西端部、萩生に位置する遺跡である。その地名が示すように古代新居郡お
よび新居郷の郡衙ないし郷家は本郷近辺に存在していたと推測されている。今回の調査では8世紀
後半から10世紀前半の遺構・遺物を確認した。遺構では方位を同じくする掘立柱建物や火葬墓と考
えられる土坑などが、遺物では緑釉陶器や鍛冶関係が注目される。建物配置における企画性の高さ
はこうした遺構・遺物は一般庶民の生活とは一線を画すものであり今後予定されている周辺地域の
発掘調査成果が注目される。
　北井門遺跡 3次調査は昨年度からの継続調査である。昨年度同様に、縄文時代後期末から晩期前
葉にかけてと、弥生時代後期の遺構・遺物が主体を占めている。弥生時代では竪穴建物や溝を検出
した。中でも前期の所産と考えられる竪穴状遺構の中心部で検出した「8」字形の被熱土坑は通常
の地床炉とは構造を著しく異とするもので注目される。これらのほかに縄文時代から古代にかけて
の埋没谷も検出している。
　石手村前遺跡は石手寺南西に位置し、昨年度に続く 2次調査である。古代（10世紀頃）の竪穴建
物や中世（14世紀頃）の土坑などを検出している。中世の土坑からは一括廃棄された土師器の皿杯
が多量に出土しており、武家儀礼に関連する遺構として注目される。調査区は石手寺の山門の直近
に位置し、石手寺および河野氏との関係性が注目される。
　道後今市遺跡は今回の調査が第16次調査となる。今回は文京遺跡と道後今市遺跡の境界付近をほ
ぼ南北に線上に調査を実施した。検出した遺構は古墳時代の竪穴建物や中世の小穴など少数である
が、複数時期の自然流路を検出するなど道後城北地域の地形を復元するための貴重な資料を得た。

［整理作業］
　平成20年度に発掘調査を実施した松山市の此花町遺跡・道後町遺跡、平成21年度に発掘調査を実
施した四国中央市の旧硯寿院跡・新居浜市の本郷遺跡・松山市の道後今市遺跡について整理作業を
実施した報告書を刊行した。

［県有出土品整理事業及び県内埋蔵文化財包蔵地・史跡等情報整理事業］
　上半期は県保有出土遺物のうち報告書掲載分（Ａ区分）の遺物台帳の作成を実施した。今回作成
したのは平成13年度から19年度に報告書を刊行した遺跡についてである。遺物の実測図・写真を含
む個体別の諸情報を電子データ化しカード型データベースを構築した。
　下半期は県が統括管理する埋蔵文化財包蔵地情報について、日常的な加筆修正を容易にするため
の電子情報化を実施するとともに、国および県指定の史跡・名勝・天然記念物情報についても電子
情報化を実施した。 （調査第二係長　眞鍋昭文）
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Ⅱ−2　自主事業の概要

普及啓発事業
〈埋蔵文化財保護思想の普及〉
　センター事務所内で展示を行うとともに県内外の各機関と協力し、センター実施事業を県民各位
に知っていただくため様々な活動を行っている。

【考古資料特別展】
　四国内埋蔵文化財5団体による巡回展は 2巡目となり、四国の歴史を時代ごとに紹介する「続・
発掘へんろ」として新たなスタートを切り、初年度となる平成21年度は、旧石器時代から縄文時代
にかけて4県の地域性や交流をテーマに石器や土器を展示した。
　センター 1階の展示室で開催する遺跡速報展「いにしえのえひめ‘09」は昨年度に引き続き前後
2期に分割し、前半は発掘調査報告書を刊行した 5遺跡、後半は発掘調査を実施した 8遺跡の出土
資料を展示した。下半期はテーマ展として「時代のものさし〜中世〜」を行い、「土器のうつりか
わり」「各地の焼き物」「貿易陶磁器の世界」「中世のいろいろな遺跡・遺物」のコーナーを設け12
世紀後半から16世紀中頃にかけての資料を展示した。
　愛媛県生涯学習センターとの共同企画展示は「考古学の美術館　いにしえの美−掘り出された宝
物−」を開催、いにしえの匠の技とその美しさを体験してもらうことを目的に当センター調査30年
間の発掘調査資料から完全な形で見つかった考古学的にも美術的にも貴重な美しい完形の出土品を
展示した。

【発掘調査現地説明会】
　発掘調査を実施した遺跡について今治市朝倉の「朝倉下…下経田遺跡」、新居浜市本郷の「本郷遺
跡」、宇和島市和霊の「板島城跡」、伊予市池田の「池田遺跡」の調査現場で出土資料やパネル写真
を用いて遺跡の紹介を行った。

【埋蔵文化財展示会】
　愛媛県総合運動公園事務室では、公園建設において発掘調査を実施した古墳時代の遺跡出土品の
展示を行うこととなり、資料展示・遺跡紹介パネル作成に協力するなど県内外の資料館の要請によ
り写真資料等の貸出を実施した。

【その他の事業】
　各種団体の依頼による職員の派遣も「文化財保護審議会」「調査指導」「講座・シンポジュームの
講師」「研究機関開催共同研究」「確認調査への協力」「地域学習などの学校行事協力」など多岐に
わたるものとなったほか、中学生の職場体験の受け入れも整理事務所・発掘調査現場で実施した。
　新たな試みとして㈶愛媛県スポーツ振興事業団・愛媛県生涯学習センター・えひめ青少年ふれあ
いセンターと共同で愛媛県総合運動公園周辺をコースとした「古墳探訪！！　ふれあい　健康ウォー
キング」を開催し、当センター職員が周辺の遺跡について歩きながら参加者への解説を行った。

【各種刊行物の発行】
　年報は刊行したが、紀要については各時代について現段階での問題点・課題を抽出し原稿として
まとまったが、各問題のとらえ方など職員間で討論を重ねた結果、刊行は平成22年度中に行うこと
となった。

（調査課長　岡田敏彦）
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Ⅱ−3　発掘調査を実施した遺跡

平成21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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⒈ 旧
きゅう

硯
けん

寿
じゅ

院
いん

跡
１　所　在　地　　四国中央市土居町土居293番地 1他
２　所属時期　　弥生時代〜中世
３　調査期間　　平成21（2009）年 5月 1日

〜平成21（2009）年 6月26日
４　調査面積　　466㎡
５　調査原因　　一般県道蕪崎土居線改良工事
６　担　当　者　　池尻伸吾　西之谷…相
７　調査概要

　今回実施した旧硯寿院跡の調査では、弥生時代から
中世にかけての遺構・遺物を検出し、弥生時代・古
代・中世の時期の集落跡の一部を検出することができ
た。検出した遺構は竪穴建物 2棟・土坑 8基・溝 1
条・柱穴22穴である。遺跡は扇状地のなかに残る中
期段丘礫層上に存在する。したがって、現在の扇状地
が形成された時期には既に離水した状態にあったため、
断面にも大きな洪水やそれに伴う土砂の堆積の痕跡が
残されておらず、弥生時代以降継続的に土壌化が進行
し、居住適地として古くから利用されたものと推測さ
れる。
　本遺跡は、古代寺院跡として知られる旧硯寿院跡の
西側隣接地に位置するため、調査当初は寺院関連の遺
構・遺物の存在が予想されたが、調査の結果、古代に
帰属する遺構・遺物はトレンチ掘削の際に出土した布
目瓦数点と土坑のみで、本遺跡における遺構形成の最
盛期は弥生時代にあることが明らかとなった。旧硯寿
院跡に関しては、過去に天平―弘仁期（8〜9世紀頃）
の瓦や同時期の須恵器が出土したとの報告があり、現
在の本堂東側の溝改修工事の際に同時期の瓦等が大量
に出土したとの話もある。今回の調査区では関連する
遺構・遺物が確認されなかった事実もあり、旧硯寿院
跡の寺域は現在の位置か、あるいは東側へ広がりを
もっていた可能性が考えられる。
　中世に関しては柱穴数穴の確認に留まった。詳細な
時期を特定する根拠は稀薄であるが、出土した白磁は
Ⅳ類に分類される碗で、県内での事例から12世紀前半
から13世紀頃のものと考えられる。周辺での中世遺跡
の調査事例が皆無であることから、遺跡の広がりや周
囲との関連性は明らかではないが、地形的にみても本
遺跡南側に広がる段丘面に遺跡が存在する可能性は充
分に考えられる。
　弥生時代については集落の一部を確認した。検出し
たのは竪穴建物 2棟および土坑数基で、遺構の密集度
合いはそれほど高くなく、調査区の北側には主要な遺
構の分布は認められない。地形的にも調査区の北端付
近が中期段丘面と扇状地の境界付近にあたっており、
これらの遺構が集落の北縁部付近のものであることが
理解できる。

位置図

調査区南半部完掘状況

調査区北半部完掘状況

土層断面
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　竪穴建物は 2棟検出したが、いずれも方形プランで、
規模は一辺 5ｍ程度のものである。両者は互いに主軸
方向を異にしており、時期差があるものと考えられる
が、SI2出土土器が質量ともに僅少なため比較に耐え
られるものではなく、出土した土器からは明確な前後
関係を導き出すことはできない。そのほかの土坑は平
面形態や規模も様々で規則性はみられないが、SK1は
土器の出土状態や土器に施された意図的な打ち欠き
行為等から土器棺墓と考えられる。なお、SK1から出
土した鉢の口縁部の破片がSI1に混入しており、両者
は共時性が保証されている。SI1とSK1は直線距離で
1.7m程度しか離れておらず、SI1周囲に巡らされて
いた周堤帯の幅を考慮に入れると、両者の距離はおお
よそ 1 m程度しか隔たりがない。県内でも土器棺墓な
どを集落内に敷設する例は杣田池田遺跡等でもみられ
るが、住居と土器棺墓の共時性・直接的な関係性を土
器の接合関係から示せた例として重要性を持っており、
SI1に居住した成員の遺骸をSK1に埋葬したものとみ
られる。土器棺墓は口頸部を打剥し、胴部中位に穿孔
を施した大型の壺を下棺とするものであるが、上棺は
浄化水槽敷設のために掘削された近年の攪乱坑で乱さ
れ遺存しない。
　出土土器には弥生土器壺・甕・鉢・高杯、鉄製品が
ある。弥生土器には在地土器と外来系土器があり、外
来系土器には讃岐の下川津Ｂ類土器、近江系の浅鉢が
ある。在地土器は調整技法の簡略化が進行したもので、
壺・甕・鉢の胴部外面には顕著にタタキ目を残す。ま
た、底部には矮小化傾向がみられ、小さな平底あるい
は尖り気味の丸底を持つものが多い。各遺構間で比較
検討可能な同器種・同型式の資料が貧弱なため、詳細
な時期の比定は難しいが、おおむね伊予東部編年Ⅵ様
式のなかに収まるものと考えられる。時期的には大き
く庄内併行期にあたり、下川津類土器が伴出すること
から、布留 0式段階には遡らないものと考えられる。
　当段階の集落の調査は周辺では初例であるが、同段
階の遺跡としては、本遺跡南西750ｍの位置にある三
月田遺跡が挙げられる。立地は本遺跡と同様中期段丘
面の南西側縁辺部に位置し、出土した土器も外面にタ
タキ痕を顕著に残すもので、時期的には本遺跡同様、
庄内併行期とみて良い。ただ、底部の矮小化傾向は比
較的進行しており、旧硯寿院跡出土土器よりもやや後
出する要素を留める。宇摩平野西部における調査例は
これらを除くと現状では皆無であり、詳細な状況は不
明瞭であるが、周辺には細形銅剣を出土した西番掛遺
跡や中広形銅鉾を出土した立石遺跡等がある。このこ
とは、少なくとも弥生時代中期後半から後期の段階に
は、当地域が文化的な先進地域として機能していたこ
とを示しており、土居―飯武―中村地区に広がる中期
古扇状地上の居住適地には相当規模の遺跡が存在した
可能性がある。今後は、詳細な地域史の復元に向けて、
開発行為を行う際には細心の注意を払っていく必要が
ある。 （池尻伸吾）

位置図

SI1遺物出土状況⑴

SI1遺物出土状況⑵

SK1遺物出土状況
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⒉ 本
ほん

郷
ごう

遺跡
１　所　在　地　　新居浜市本郷 1丁目
２　所属時期　　古代
３　調査期間　　平成21（2009）年 8月 3日

〜平成21（2009）年 9月25日
４　調査面積　　360㎡
５　調査原因　　県道西町中村線建設工事
６　担　当　者　　眞鍋昭文　土井光一郎
７　調査概要
　本遺跡は、新居浜市西部の東川扇状地の扇端部付近
に位置する。遺跡周辺は古来より古代新居郡衙ないし
新居郷家推定地とされ、すぐ東には中村松木という地
名も残り南海道駅推定地とされている。調査では古代
の遺構・遺物を検出した。その多くは 8世紀後半から
10世紀前半の所産である。
　検出した遺構は掘立柱建物 4棟、土坑11基、柱穴
96穴である。掘立柱建物は二時期の建物が重複する
が、いずれもN-10 -゚W（または直交）を指向し、企
画性の高い建物と考えられる。11基の土坑のうちSK1
は火葬墓と考えられる。平面形が不均整な六角形を呈
し、掘方内に火葬骨片を含むカーボンベッドを設けて
いる。蔵骨器はすでに失われていて遺存していなかっ
たが、別の場所で火葬を行い、拾骨して当所に埋葬し
たものと考えられる。このSK1西隣のSK11では須恵
器の大甕が破砕された状態で埋納されていた。この大
甕の破片がSK1の埋土中からも発見されていることや、
大甕の破片間の埋土中に火葬骨片が含まれることから、
双方に密接な関係が存在することは明らかで、その具
体的内容が注目される。出土した遺物では緑釉陶器と
鉄滓・被熱砥石などの鍛冶関係遺物が注目される。緑
釉陶器は洛西および近江産で、全部で 7点出土してい
る。時期は 9世紀後半から10世紀初頭と考えられる。
　もちろんこうした遺構や遺物の存在が、たちどころ
に官衙ないしは関連施設などであると判断する要件を
満たすものではないが、周辺の歴史地理学的な背景も
あって、その可能性が否定されるものでもない。
　今後隣接地や周辺において発掘調査が予定されてお
り、それら成果の蓄積を待って検討すべき重要課題を
提示したということで、今回の調査は極めて意義深い
ものであったと言える。

（眞鍋昭文）

掘立柱建物

SK1

SK11

位置図
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⒊ 朝
あさ

倉
くら

下
しも

 下
しも

経
きょう

田
でん

遺跡
１　所　在　地　　今治市朝倉下甲307-1他
２　所属時期　　弥生時代〜中世
３　調査期間　　平成21（2009）年 4月13日

〜平成21（2009）年11月20日
４　調査面積　　11,179㎡
５　調査原因　　一般国道196号今治道路建設
６　担　当　者　　中野良一　松村さを里　深川範人
　　　　　　　　米子英輔　松井菜穂子　神原郁美
７　調査概要
　本遺跡は頓田川の中流域左岸の標高31〜32ｍに立
地し、経田遺跡とは道路を挟んで北側に隣接する。下
経田遺跡の立地する箇所は、頓田川左岸まで約100m
と近接した地点にあり、現況では一段高い自然堤防上
に立地している。
　平成19年度から調査を開始し、今年度は昨年度に続
いて a〜 c区を調査した。遺構面は部分的に 3面認め
られ、上面で中世遺構、下面で経田遺跡 3次調査区か
ら続く古墳時代中期、後期と弥生時代後期〜終末の集
落を調査した。
　古墳時代と弥生時代の遺構はあわせて、竪穴建物59
棟、掘立柱建物18棟、土坑20基、溝11条、流路 1条を
確認した。検出された竪穴建物の多くは住居跡と考え
られる。
　経田遺跡から続く流路SR01は、昨年度に続いて調
査を行った。流路は緩やかに蛇行しながら巡っており、
検出幅は約 9〜10m、深さ約0.8m、検出長は60mを
超える。流路内からは2000点を超える多量の土器が出
土しており、その大半は弥生時代終末〜古墳時代初頭
の土器である。これらの土器は、流路の肩から底面に
かけて土器が折り重なるように集積して出土しており、
流れてきた土器のような摩滅は少ない。土器を入れ子
状にした甕や鉄剣など特殊な遺物が出土していること
や、日常的に使用する量の何倍もの土器が流路にまと
めて入れられた状況がみられることから、人為的な土
器の投棄と考えられる。弥生時代後期後半〜古墳時代
初頭にかけて、溝や土坑、流路など集落内でこのよう
な土器の大量出土事例は、県内外を問わず比較的多く
確認されており、多量の土器を使用した何らかの祭祀
の結果と捉えられることが多い。集落内で祭祀が行わ
れ、流路はその使用後の土器をまとめて廃棄、もしく
は投棄した場所であったと考えられる。

位置図

遺構配置図
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朝倉下　下経田・経田遺跡遺構配置図（1/1,200）　　

b区

a区

c区

弥生時代後期後半～古墳時代初頭の遺構

古墳時代中期の遺構

古墳時代後期の遺構

古墳時代住居のかまど

SR01

SR01

朝倉下　下経田遺跡

( 平成 20年度調査 )
朝倉下　経田遺跡
( 平成 20年度調査 )
朝倉下　経田遺跡
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　弥生時代後期後半〜終末の竪穴建物は、 a〜 c区に
かけて約20棟検出した。多くは自然流路SR01よりも
東側、つまり頓田川に近い低位面に広がり、集中して
いる。部分的に竪穴建物が重複するものが確認されて
おり、検出状況からみて住居の時期差が想定される。
竪穴建物の平面形は円形と隅丸方形のものがあり、出
土遺物からみても竪穴建物の時期は、弥生時代後期後
半と古墳時代初頭の少なくとも 2時期が認められる。
また、炭化材が床面付近で放射状に広がるように出土
した焼失住居もみられる。
　古墳時代中期の竪穴建物はｃ区で数棟を確認した。
前後の時期に比べて住居数は少ない。竪穴建物の平面
形は方形で、住居床面中央付近には土坑状の落ち込み
が検出された。住居床面積の 1／3を占める程で、土
坑の規模は大きい。住居から完形の小型壺や製塩土器
片が出土している。
　古墳時代後期の竪穴建物は、 a〜 c区にかけて約30
棟を確認した。調査区内での分布は、自然流路SR01
よりも東側に分布している。竪穴建物が重複するもの
が多数確認されており、検出状況からみて住居の時期
差が想定される。また、出土遺物からみても竪穴建物
の時期は、古墳時代後期（ 6世紀後半）と終末期（ 7
世紀初頭）の少なくとも 2時期が認められる。
　竪穴建物の平面形は方形で、今回の調査の中では住
居の規模は 5〜 6ｍ四方のものが主流であるが、竪穴
建物は約7.0ｍ四方と特に大型である。この時期の住
居には、かまどが残存する住居のほか、かまどの痕跡
とみられる焼土の広がりが認められる住居が存在する。
おおよその傾向として住居北壁にかまどを付設してい
る住居が多いといえる。
　また、古墳時代後期の遺構面では、掘立柱建物を多
数群集して確認している。 2間× 3間あるいは 3間×
4間の規模で、主軸方向は角度を振って2種類に区別
される可能性がある。
　掘立柱建物の時期については、出土遺物が少なく時
期認定が困難であるが、古墳時代後期の竪穴建物の上
に立てられた掘立柱建物も複数確認されることから、
古墳時代後期〜古墳時代終末期までを想定している。
　今年度調査の主な成果としては、経田遺跡から下経
田遺跡にかけて広がる弥生時代後期〜古墳時代後期の
集落の様相が具体的に明らかとなったことが大きい。
　集落の変遷をまとめると、下経田遺跡では弥生時代
後期後半〜古墳時代初頭にかけて形成された集落が古

流路内出土の複合口縁壺

流路内出土の小型器台

床から炭化材が検出された住居（焼失住居）

流路SR01の土層断面

流路SR01の土器出土状況
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墳時代前期にいったん途絶え、その後古墳時代中期に
再び集落が形成される。後期になると集落が大きく拡
大し、昨年度調査した朝倉下…経田遺跡から下経田遺
跡まで約200mにわたって40棟を越える竪穴建物や掘
立柱建物が重なりをもちながら密集していた様子が明
らかとなった。
　弥生時代後期の集落については、これまで頓田川流
域の平野部では朝倉南甲遺跡や野々瀬Ⅳ遺跡が確認さ
れていた。両遺跡とも丘陵裾から延びる緩やかな傾斜
地に位置しており、平野部のなかでも奥まった比較的
安定した地に集落が形成されている。一方、下経田遺
跡では、頓田川に隣接する不安定な土地に自然堤防な
ど微高地を利用して集落を形成しており、遺跡の評価
をする上で、これらの地形環境を理解することが必要
と思われる。また、広範囲にわたり集落を検出するこ
とができたので、住居に関する基礎的なデータが多く
得られただけでなく、住居の配置や時期ごとの変遷な
ど集落の総体的な評価ができる成果が上がっている点
で重要である。
　古墳時代後期の集落は経田遺跡の北部から下経田遺
跡にかけて広がっており、これらの集落は大きく一つ
の集落として捉えることが出来る。検出された竪穴建
物は、経田遺跡で 9棟、下経田遺跡で約30棟におよび
１つの集落の大部分が調査対象となったこととなる。
　古墳時代後期の集落についても、竪穴建物や掘立柱
建物の重複関係を検討し詳細に整理すれば、古墳時代
後期と、終末期とに、二時期の変遷が追える可能性が
あり、集落の形成から解体過程まで検討を進めること
が出来るであろう。また集落だけなく、立地環境を含
めて周辺の生産域や墓域についても考察していく必要
があると考える。 （松村さを里）

住居内出土の土器（古墳時代初頭）

住居内出土の土器（古墳時代中期）

古墳時代後期のかまど

古墳時代後期の大型竪穴建物

古墳時代後期の掘立柱建物
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⒋ 朝
あさ

倉
くら

南
みなみ

 今
いま

若
わか

遺跡
１　所　在　地　　今治市朝倉南乙、朝倉南丙他
２　所属時期　　弥生時代〜中近世
３　調査期間　　平成21（2009）年 9月 9日

〜平成22（2010）年 3月25日
４　調査面積　　8,977㎡
５　調査原因　　一般国道196号今治道路建設
６　担　当　者　　中野良一　西川真美　松村さを里
… … 　…深川範人………米子英輔　神原郁美
　　　　　　　………松井菜穂子
７　調査概要
　朝倉南…今若遺跡の位置する朝倉南地区は、下経田
遺跡より 1 km程南東の上流部に位置する。南東から
頓田川へと注ぐ黒岩川によって形成された扇状地状の
地形を呈している。
　今若遺跡については、1・2・4区を調査した。調査
地によって立地環境が異なり、 1区と 4区は黒岩川左
岸に接する位置にあり、 2区は北東から張り出した丘
陵裾から黒岩川右岸に向かって下る緩傾斜地に立地
する。
　 1区と 4区については黒岩川の氾濫原にあり、表土
および造成土以下は、砂層と粘土層が入り込んだ河成
堆積層となって黒岩川に向かって地形が落ち込んでい
る状況がみられた。この河成堆積層から12世紀代の土
師器、古墳時代後期の須恵器や弥生土器片などが出土
したが、これらは流路に流れ込んだ遺物と考えられる。
　 2区では、中近世、古墳時代後期〜終末期、弥生時
代後期の集落を確認した。
　中世の遺構では、長径1.09m、短径0.6ｍ、深さ9㎝
を測る長楕円形の土坑墓から、一部欠損があるものの
遺存状態の良い白磁碗（白磁碗Ⅳ類）が出土している。
　SB6・SB7は重複関係にある 2棟の掘立柱建物であ
る。SB7がSB6に切られ、SB7から古墳時代後期〜終
末期の遺物が出土している。SB7は 3間× 2間、SB6
は 4間× 2間で、建物主軸は北東―南西方向でほぼ揃
う。SB7の柱穴埋土は一度に埋没した状況で、SB7が
埋没した後、あまり時間をおかずにSB6が建てられた
と考えられる。
　SI1は調査区北隅で検出した竪穴建物である。平面
形は方形で、規模は約5×6ｍを測る。検出面から住
居床面までの深さは20〜30㎝と比較的よく残存して
いる。埋土は、住居壁沿いから土砂が流入し、その後、

位置図

白磁碗が出土した中世の土坑

古墳時代後期の掘立柱建物（SB6・SB7）)

弥生時代後期の竪穴建物（SI1）
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約20㎝の暗褐色の粘質土が一度に堆積したような状
況であった。住居壁沿いには、深さ 5㎝程度の壁体溝
が切られ、住居中央に炭と焼土を含む土坑が確認され
た。主柱穴は 4本検出された。時期は、弥生時代後期
後半とみられる。
　SI2は調査区南西隅で検出した焼失住居である。平
面形は円形で、規模は直径約 7ｍを測る。今年度は調
査範囲の制限により、住居の 1／2が調査対象となった。
検出面から住居床面までの深さは約20㎝と比較的良
く残存している。住居壁沿いには壁体溝が切られてお
り、住居床面は中央部分が円形に一段低くなり、周囲
にベット状の構造をもつ。
　住居床面には炭化材が放射状に広がっており、その
上に暗褐色の粘質土が一度に堆積したような状況で埋
没していた。炭化材は太さ約15〜20㎝、長さ約1.0〜
1 .5mの規模で比較的良く残っていた。これらは竪穴
建物の上屋の構造を知る上で重要な資料といえ、今後
木材の種類や年代測定など可能な限り科学的な分析も
行う必要があろう。また、床面で完形の長頸壺や鉢が
住居壁沿いに置かれた状況で出土した。土器が取り残
されたか、もしくは意図的に置かれたものである可能
性がある。時期は、弥生時代後期中頃とみられる。
　SK5は土器が多量に集積された土坑である。直径約
1.5ｍの円形の土坑で、深さは約30㎝を測る。弥生時
代中期後葉〜末の凹線文土器が出土しており、完形の
高杯や甕のほか、底部に穿孔をもつ甕など約30個体が
集積されていた。
　弥生時代後期の集落は、今回の調査によって今若遺
跡周辺の丘陵沿いにさらに広がりをもっていることが
明らかとなった。頓田川を中心にみれば、朝倉南甲遺
跡が左岸丘陵裾部に位置しており、朝倉南　今若遺跡
が右岸丘陵裾部に位置する関係にある。今後、今若遺
跡の継続調査とともに、同時期の周辺遺跡の様相も検
討していく必要があるだろう。 （松村さを里）

弥生時代後期の焼失住居（SI2）

土坑（SK5）出土の高杯

弥生時代後期住居（SI2）出土の長頸壺

凹線文土器が集積された土坑（SK5）
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⒌ 石
いし

手
て

村
むら
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遺跡 2 次調査
１　所　在　地　　松山市石手 3丁目
２　所属時期　　古代・中世
３　調査期間　　平成21（2009）年 4月 6日

〜平成21（2009）年 8月31日
４　調査面積　　630㎡
５　調査原因　　県道六軒家石手線みち再生事業
６　担　当　者　　今泉ゆかり　大野由美子
７　調査概要
　本遺跡は、石手川扇状地の扇頂部付近に立地し、中
世伊予国の政治・経済・宗教の中心地であった湯築城
と石手寺の中間地点に位置する。
　調査の結果、竪穴建物 3棟・掘立柱建物 1棟・土坑
20基・溝 7条・不明遺構 1基・柱穴427穴・自然流路
4条を検出した。出土遺物の多くは古代から中世にか
けてのもので、主体は14〜16世紀の遺物である。遺跡
の上限は10世紀頃で、竪穴建物もこの時期に帰属す
る。SI1は調査区西端で検出した。南・東側は調査区
外または削平を受け検出部は全体の 1／3ほどである
が、平面形は方形を呈すると考えられる。また、柱穴
も多数検出しており、遺構密度は調査区東側ほど密と
なる。調査区が狭小であるため掘立柱建物として復元
できた 1棟を除いては、柱穴群から具体的な配置・変
遷等を再現することはできなかったが、相当数の建物
が存在したと考えられる。
　また、当遺跡の性格を表す遺構として、SK8が挙げ
られる。SK8の坑底からは土師器杯・皿が大量に出土
したが、これらの土器は白色系の胎土が用いられ、多
くがほぼ完形で出土していることから、儀礼用に製作
されたものが坑内に廃棄されたものと考えられる。こ
うした土師器の一括廃棄は武家儀礼の中での供宴に
よって生じた使い捨て行為と考えられる。
　石手寺は平安時代から室町時代にかけては七堂伽藍
六十六僧坊を構える大寺院であったと伝えられている。
今回検出した遺構からは明確な寺院関連施設といえる
ものはないが、輸入陶磁器・瓦といった遺物も出土し
ており、遺構が密集する調査区東半部がこうした寺域
に含まれていた可能性は十分考えられる。また石手寺
の隆盛は、湯築城へ拠点を移した河野氏より手厚い保
護を受けたことも要因の一つである。今回検出した土
器廃棄遺構は、本遺跡が河野氏とも密接な関わりを持
つことを示唆しているといえる。調査は次年度も本調
査区の東側を行う予定であり、その成果とも合わせて
当地域における本遺跡の役割について検討していく必
要がある。 （大野由美子）

位置図

P区第二遺構面完掘状況

SK8遺物出土状況
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遺跡16次調査
１　所　在　地　　松山市道後北代、祝谷 3丁目
２　所属時期　　縄文時代〜中世
３　調査期間　　平成21（2009）年 7月13日

〜平成21（2009）年12月25日
４　調査面積　　1,156㎡
５　調査原因　　主要地方道松山北条線改良工事
６　担　当　者　　池尻伸吾　西之谷　相　石田義広
７　調査概要
　今回、調査を実施した道後今市遺跡が所在する道後
城北地区は、従来より遺跡の密集地帯として周知され
ており、周辺での調査事例も豊富である。
　検出した遺構は、縄文時代晩期・古墳時代中期・中
世の竪穴建物・土坑・溝・自然流路である。特に、自
然流路に関しては、縄文時代以降のもの大小併せて10
条を検出し、周辺地域の自然景観の復元を行ううえで
貴重な資料を得ることができた。
　縄文時代では、黄褐色シルトを開析して東から西へ
流下する縄文時代後・晩期の旧河川を数条検出した。
人為的な生活痕跡は確認できなかったものの、旧河川
の埋積土には当時の遺物が一定量含まれており、未調
査である調査区北東域の縄文遺跡の様態を推察する手
懸かりを得ることができた。
　古墳時代では、中期の竪穴建物・溝・柱穴・自然流
路を検出した。これらの遺構の分布は調査区南側の一
画に限られており、集落の範囲を示す良好な資料である。
　中世では、13世紀後半〜15世紀後半頃の集落の一部
を確認した。検出した遺構は土坑・溝・柱穴で、柱穴
のなかには柵列状の直線的な配列を示すものがある。
遺物には土師器の他、瓦器・東播系須恵器・青磁・白
磁・瓦質土器等がある。
　湯築城跡を軸とする道後城北地区では、河野氏が湯
築城を構築する14世紀前半頃、集落経営が開始、湯築
城の外堀が掘削され、町場の再編成が行われたとされ
る16世紀前半頃、集落が廃絶し、生産地に転化すると
いう一連の流れをもつ。本調査区においても、同様の
変遷を辿るものとみられ、調査区南部を中心として13
世紀後半〜14世紀前半に集落が築かれたのち、15世紀
には集落の中心が北側へ移動する。15世紀後半にはそ
れまでの集落は廃絶し、耕作地へ転化するといった事
実が確認された。
　今後は検出した遺構・遺物の詳細な時期や様相を整
理するとともに、周辺遺跡の調査成果を踏まえ、本遺
跡の歴史的な位置付けを検討する必要がある。

…（池尻伸吾）

位置図

完掘状況（古墳時代）

完掘状況（中世）
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遺跡 2 次調査
１　所　在　地　　松山市北井門町
２　所属時期　　縄文時代〜近世
３　調査期間　　平成21（2009）年 4月21日

〜平成22（2010）年 3月31日
４　調査面積　　12,973㎡
５　調査原因　　松山外環状線建設
６　担　当　者　　多田　仁　　大岸丈洋　　岡…ひとみ
７　調査概要
　北井門遺跡は高縄半島南西部に形成された沖積平野
である松山平野の南部に位置している。立地条件をみ
ると遺跡の南側に重信川と内川と合流点があり、北か
ら南へ階段状に形成された低位段丘面に微高地が点在
している。ここでは縄文時代後期・晩期、弥生時代前
期・後期、近世の各種遺構・遺物が確認されており、
各時期の集落を把握している。
　まず縄文時代後期の遺物については、その多くが縄
文時代晩期〜近世の遺構検出面である「黄褐色シルト」
から出土しているほか、弥生時代や近世の遺構内にも
混在して確認された。これら遺物には、縄文土器、サ
ヌカイト製の石鏃、結晶片岩製の打製石斧、緑色玄武
岩製の磨製石斧、サヌカイト・姫島産黒曜石製の剥片
石器等が約1,000点確認されているが、その残存状況
はいずれも良好な状態にあるとはいえず、著しい表面
風化や破損度の高いものが多いようである。但し、遺
物地点分布を形成する場合もあることから、より詳細
な遺物の残存状況を検証する必要があろう。さらに今
回の調査では「黄褐色シルト」層中に含まれる広域降
下火山灰の検出作業を行っているが、広域降下火山灰
の降灰層準抽出には至らず、堆積環境が不安定であっ
たことが示唆されている。これを考慮すれば遺物の残
存状況も再考すべきであり、さらなる論証作業が必要
となろう。
　縄文時代晩期の遺構については各種形態の土坑が確
認されている。一つには先行調査で確認された土器の埋
納遺構であり、今次調査でも同様な遺構が 3基確認でき
ている。このうち2基（5区SK-2・3）は土器を正位置
に埋納したもので、残る1基（5区SP-149）は標石と考
えられるものが伴っている。また、土坑墓と考えられるも
のが検出されており、いずれも長楕円形の平面形を持ち、
底面が平坦に形成されている（4区SK-1、5区SK-15・
16）。このうちSK-16には小型の土器が出土しており、
これが副葬品として埋納された可能性を示唆している。
これら墓と考えられる遺構については、先行調査区に
隣接した調査区で確認されており、この周辺が当時の
墓域として機能したと考えられよう。

位置図

調査区全景（西より）

縄文時代後期の遺物出土状況（5区）

調査区東側の流路（4区：西より）
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　さらに当該期の竪穴建物になる可能性の高い遺構も
確認されている（5区SK-36）。これは平面形が円形
となるもので、中央には竪穴炉が設けられていた。遺
構内からは大量の縄文土器や打製石斧が出土したほか、
石製玉製品、有溝砥石、獣骨なども出土している。今
後は遺物の検討のみでなく、獣骨の鑑定や採取した土
壌試料の分析結果も併せて遺構の詳細な位置づけが必
要となる。
　また、4・5区で検出された流路の底部付近でも縄
文時代晩期の遺物包含層が確認できている。調査では
数百点の遺物が出土しており、縄文土器、結晶片岩製
の打製石斧等が認められた。さらに同一層準から植物
遺体も確認されており、当時の植生環境を把握する上
での資料が得られたことになった。また、大量に確認
された晩期における打製石斧の使用石材は、その多く
が結晶片岩で、周辺にその石材産地を考えることがで
きる。このことは、遺跡周辺で打製石斧の量産化が図
られたことが想起され、さらにこれを周辺地域へ発信
した供給地の存在を指摘できよう。
　弥生時代の遺構については、前期と後期の二時期に
ついて各種遺構が確認できている。まず前期の遺構に
は土坑や溝がある。確認された 3基の土坑には、各種
遺物が大量に伴っている。いずれもこれら遺物の廃棄
を示すものと考えられ、周辺に当該期集落が存在した
ことを示している。遺物には壺・甕といった弥生土器、
結晶片岩製の石庖丁やサヌカイト製の剥片石器がある。
3区SD-1と4区SD-3とした溝は、発掘調査を実施し
ていない区域も考え合わせると、東西方向に延びる約
80mの残存であると考えられる。溝内からは前期に帰
属する弥生土器やサヌカイト製石器、安山岩製石器が
大量に出土しており、遺物の多くは溝の底面に張り付
くように確認されている。機能的には集落に伴う環濠
的機能をもつと思われ、周辺の当該期遺構とも関連付
けてその機能を考える必要がある。また、溝から出土
した遺物の中には、大型のサヌカイト製板状素材があ
り、当時における石材搬入の動態を考える上での良好
な資料となろう。
　弥生時代後期では竪穴建物や溝などが確認できてい
る。建物は、いずれも当該期の竪穴建物が検出された
先行調査区の周辺で3棟確認されている（5区SI-1〜3）。
すべて隅丸方形の平面形となり、内部構造が不明なも
のもあるが、基本的には 4ヶ所の主柱穴と竪穴炉を備
えたものと考えられる。いずれも後期後半に限定され
るようで、当時の集落景観を復元できる成果となろう。
さらに当該期の溝が 2条検出されている。一つは調査
区の東側で南北方向に延びるものである（4区SD-2）。
この溝は南北に長軸を持ち、最大長約35 .0m、最大幅
約3.0m、深度約1.0mを測るもので、直線的に延びた

縄文時代晩期の土坑墓（5区SK-16）

弥生時代前期の溝（ 3 区SD-1）

縄文時代晩期の土器埋納（5区SP-149）

縄文時代晩期の竪穴建物?（5区SK-36）
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平面形となる。南北側の県事業調査区でもこの溝の延
伸部分が検出されており、その状況からはさらに南北
へ延びるものと考えられる。溝内からは大量の弥生土
器が出土しており、溝の廃絶に伴う土器の廃棄状況を
看取できる。さらにこの溝の機能的側面であるが、基
本的には当時の集落を取り巻くように構築された環濠
的役割であったと考えてよいであろう。ちなみに先行
調査区の第 1区西側でも南北に延びる溝が確認されて
おり、竪穴建物の分布を取り巻くように溝が存在した
ことも示唆できよう。さらに調査区の西側で検出され
た溝については、最大長約20m、最大幅約0.5m、深
度約0.5mを測るもので、北東から南西に長軸を持つ
ものである（5区SD-1）。出土遺物は混入した縄文土
器を確認するのみであるが、覆土や隣接する県事業調
査での検出状況から判断すれば弥生時代後半期に帰属
するものと判断してよいだろう。さらにこの溝の機能
が問題となるが、現時点では先行調査で確認された土
器廃棄が伴う幅狭な溝（1区SD-1、2区SD-1）との
類似性が高く、これらとの評価を合わせて判断するこ
とになろう。
　また、西側で検出された竪穴建物の北側で、 1間×
2間の掘立柱建物も検出している。これは長軸を北東
から南東に持ち、桁行・梁行が約 3 mを測るものであ
る。出土遺物が認められず時期認定には不明な点はあ
るが、覆土の状況からは隣接する竪穴建物と同時期の
ものと判断できる。建物に併設されたものと考えるこ
とも可能であるが、類例との比較を必要とするだろう。
　さらに、本調査区の西側で左岸蛇行部の検出された
流路からは大量の弥生土器が出土している（5区SR-1）。
検出規模は最大長約45m、最大幅約10mで、最深部は
調査区外の北側と考えられ、北側に隣接する県事業調
査区では右岸側が確認されている。弥生土器はこの流
路内の左岸側から出土しており、検出された流路内の
ほぼ全域に帯状となって分布していた。ここで確認さ
れた弥生土器は図化記録を行ったもので約400個体あ
り、壺・甕・高坏・台付鉢・器台・ミニチュア土器な
どが存在しており、いずれも弥生時代後期後半に帰属
できるものである。このうち器台は大型で精製された
もので、現時点では 5個体確認できているが、接合作
業などによっては今後も増加することは見込めるであ
ろう。こうした器台の出土点数や土器の出土状況を考
えると、祭祀に伴って廃棄された可能性が高く、類例
とも照合しながら明確な位置づけを必要とすることに
なる。さらにこれら大量の土器に伴って、両端部に
環状の装飾が施された長さ約30㎝の木製品も出土し
ている。現状では類例となる資料を見出していないが、
機能・用途については祭器として用いられた可能性が
高い。この点は先述した土器廃棄の状況とも符合する

弥生時代後期の竪穴建物（5区SI-1）

流路内の遺物出土状況（5区SR-1）

弥生時代後期の溝（4区SD-2）

4区SD-2遺物出土状況
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と考えられよう。
　近世の遺構には掘立柱建物や柱穴、土坑等がある。
掘立柱建物は12棟確認されており、これらは比較的大
型のものが多く、最大桁行を測るものでは約15mの規
模となる。比較的残存状況の良好な調査区東側の3区
SB-5・7、調査区西側の5区SB-5をみると、3区SB-5
は 2間× 6間で南北方向に長軸をもち、桁行約15m、
梁行約5mとなる最大規模のものである。3区SB-7は
2間× 5間で南北方向に長軸をもち、桁行約10m、梁
行約5mとなる。これら周辺の掘立柱建物は調査区の
南側へ延伸すると考えられるが、梁行などはSB-5・7
に共通すると思われ、調査区東側ではほぼ同規模な
建造物が密集していたと想定できる。 5区SB-7は南
北方向に長軸をもち、桁行約12m、梁行約 4 mとなる。
周辺には並列するほぼ同規模なものがあり、ここでも
大型な掘立柱建物が集中していたと判断できる。この
ように比較的大型な掘立柱建物が目立ち、さらに棟方
向も南北または東西方向となる斉一性の高い状況が看
取できることから、当時の町並みがここに存在したこ
とを指摘できる。この想定には周辺の調査成果も含め
て考証されるのみでなく、残される絵図資料との照合
作業も不可欠となるだろう。なお、掘立柱建物に伴う
遺物は少なく、少量の土師器片などが認められたにす
ぎない。詳細な時期認定については、表土を含めた上
位層で確認された陶磁器類や、周辺の類例等で考察す
る必要があろう。
　その他の近世遺構には、約200穴の柱穴と約40基の
土坑があり、これらは調査区のほぼ全域で確認されて
いる。土坑には長径約 1 mを測る大型なものが多数検
出されており、これらは掘立柱建物の周囲に分布する
傾向にある。
　以上のように、各時期における集落や墓域、流路検
出による自然環境などの諸様相を垣間見る成果を得た。
縄文時代晩期では、集落域と墓域を判断できる状況を
得たばかりでなく、墓として考えられる各種遺構は、
当時の墓制を考証する手掛かりとなるほか、結晶片岩
製の打製石斧が大量に出土した状況は、石材入手の動
態を考える上でも良好な資料となろう。弥生時代につ
いても前期では大規模な溝が検出され、周辺の状況を
含めた検証は欠かせないほか、溝から出土したサヌカ
イト製の大型板状素材はサヌカイト供給の具体的な様
相を把握できることに繋がろう。また、後期の溝や竪
穴建物の分布と同時期の弥生土器が大量に廃棄された
流路の検討は、当時の集落景観や集落の機能的側面を
論証する機会となる。さらに近世における掘立柱建物
の検出状況は、江戸期の集落を復元できるものであり、
今後も多彩な調査研究を必要とする課題を多く残した
成果となった。 （多田　仁）

流路内の遺物出土状況（5区SR-1）

近世の掘立柱建物 2 （調査区西側）

流路内の出土器台と木製品（5区SR-1）

近世の掘立柱建物 1 （調査区東側）
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遺跡 3 次調査
１　所　在　地　　松山市北井門町4丁目
２　所属時期　　縄文時代〜近世
３　調査期間　　平成21（2009）年 4月15日

〜平成22（2010）年 3月31日
４　調査面積　　11,900㎡
５　調査原因　　県道久米垣生線建設
６　担　当　者　　眞鍋昭文　　土井光一郎　　東　眞己
　　　　　　　　石岡ひとみ　大内博志　今泉ゆかり
　　　　　　　　岡　美奈子　大野由美子
７　調査概要
　本遺跡は松山平野南部、重信川支流の内川が重信川
と合流する地点付近に位置する。遺跡は北から南へ階
段状に形成された重信川河岸段丘の低位段丘面に位置
し、内川によって形成された自然堤防上に営まれてい
る。調査地の周辺には、約200棟もの竪穴建物を擁し、
弥生時代から古墳時代にかけての大集落である北井門
遺跡をはじめ、北井門Ⅰ遺跡・北井門Ⅱ遺跡・西石井
遺跡・石井東小学校遺跡・東石井遺跡など、多くの遺
跡が存在している。
　昨年度に引き続き 2年目の調査となる本年度は、生
活道路・用水路確保等の関係により分割された調査区
のうち、6・7区、9〜14区、15区（15a・15b・15d・
15e）、17区の調査を行った。調査の結果、縄文時代
後期から近世にかけての遺構・遺物を検出した。
　基本層序は5層に大別できる。Ⅰ層は水田耕作に由
来する土壌、Ⅱ層は弥生時代から古墳時代にかけての
遺物包含層、Ⅲ層は縄文時代晩期の遺物包含層である。
Ⅳ層は黄褐色を呈するシルト〜細砂層、V層は内川あ
るいは重信川の河床礫層である。このうち、Ⅱ・Ⅲ層
は調査地の大部分において削平され、元の地形の低い
南東側にわずかに遺存するのみである。こうした箇所
で部分的にⅢ層上面とⅣ層上面の2面の遺構面を確認
したものの、調査地の大部分はⅣ層上面において縄文
時代後期から中世までの遺構を確認している。なお、
Ⅳ層は文京遺跡Ⅳ層（いわゆる黄褐色シルト層）に相
当し、上部に縄文時代後期の遺物を包含する。
　縄文時代の主要な遺構は竪穴建物1棟、土坑 9基が
ある。SI8は17区で検出した。長径約3.7m、短径約
3.5mの長楕円を呈する。検出面からの深さは47㎝を
測る。床面からは主柱穴 3穴を検出したが、炉跡は認
められず、屋外炉を用いていたものと考えられる。時
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期は縄文時代晩期と考えられる。SK14は 6区で検出
した。長径約80㎝の歪な楕円形を呈する。掘方の壁面
寄りに底部を打ち欠いた深鉢を正位に据える、いわゆ
る埋甕遺構である。時期は縄文時代後期と考えられる。
こうした竪穴建物や埋甕遺構は、昨年度実施の 2次調
査・ 3次調査でも確認されており、本遺跡の居住域お
よび墓域の広がりを考える上で良好な資料といえる。
　弥生時代の主要な遺構としては竪穴建物 5棟、土坑
2基、溝 3条がある。SI7は13区北西部で検出した竪
穴建物で、平面形は長径5.4m、短径3.9mの長楕円形
を呈し、検出面からの深さは40㎝を測る。床面中央
に炉跡をつくり、それを中心に主柱穴5穴を同心円状
に配置している。炉跡は直径45㎝、深さ30㎝ほどの
円形の掘方を 2つ連結させた達磨形を呈する。掘方に
切り合い等が見られないことから 2つの炉は同時期に
使用されたものと考えられるが、埋土・炉壁の状態に
は以下の差異が認められる。
　 1号炉…炉壁は赤変し所々硬化する。炉床からはほ
ぼ垂直に立ち上がり、オーバーハングする箇所　も認
められる。炉内埋土には多量の炭化物・焼土と、崩落
炉壁が含まれる。
　 2号炉…炉壁は赤変するが 1号炉のような硬化は認
められない。炉床からの立ち上がりは緩やかである。
炉内埋土も炭化物は少量含まれるのみである一方、灰
が多く含まれる。
　これらの違いから、 2つの炉は異なる焼成温度を用
いていたと考えられる。 1号炉の炉内埋土に多量の崩
落炉壁が含まれていたことから、炉上部をドーム状の
炉壁で覆われていた可能性も考えられる。こうした炉
は平面形・状態ともに類例がなく、機能については今
後検討していく必要がある。時期は出土遺物より弥生
時代前期中葉と考えられる。
　弥生時代後期の竪穴建物も 4棟検出している。この
時期の遺構は調査地西側に偏在しているが、これは本
来地形の高い北東側にあった遺構や掘方の浅い遺構
は削平されている可能性も考えられる。SI3の上面は
は削平を受けており主柱穴のみの検出であるが、直
径5mほどの円形を呈すると考えられる。SI4〜6は方
形を呈する。SI4・5が一辺5.5m程度であるのに対し、
SI6は一辺3.3mと小型である。いずれも弥生時代後期
後半の所産であるが、これらの平面形・規模の違いに
ついては、今後検討していく必要がある。また、10区
で検出したSK47は、底部を打ち欠いた弥生土器の壺

SI8完掘状況

SK14遺物出土状況

SI7炉平断面図
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を坑内に据えており、土器棺墓と考えられる。現在の
ところ該期の墓と判断できる遺構はこのSK47のみで
あるが、本遺構は後述する自然流路に挟まれた場所に
位置しており、竪穴建物群とは隔絶された位置にある
といえる。
　なお、特筆すべき遺物として、14区SR3より出土し
た破鏡がある。破鏡は舶載の漢鏡と考えられるが、内
区が存在していないため鏡式は不明である。弥生時代
後期後半から終末にかけての所産と推測できる。松山
平野南部では、砥部町域において 2面の破鏡が出土し
ている（水満田遺跡 7次調査・土壇原Ⅵ遺跡）が、石
井・井門地区では今回が初見である。北井門弥生集落
は 1次調査においても平野内でも突出した存在であっ
たと考えられているが、今回の破鏡の出土はこれを裏
付ける発見と評価できる。
　古墳時代・古代の遺構は確認していないが、包含層
および自然流路より須恵器・土師器が出土しており、
周辺に該期の集落があったことが想定できる。
　中世〜近世の遺構としては、掘立柱建物 6棟、土
坑8基を検出した。規模は調査区外に延び不明なもの
もあるが、SB1は 2間× 1間以上、SB2は 4間× 1間、
SB3・4は 2間× 2間、SB5は 2間以上である。この
うちSB2〜4は棟方向をN-12 -゚W前後と棟方向が共通
しており、同時期の建物の可能性が考えられるが、出
土遺物が僅少であるため時期は決定し難く、埋土の色
調から、中世から近世にかけての所産と考えている。
また、SK31は墓坑である。平面形は長辺108㎝、短
辺77㎝の長方形を呈し、検出面からの深さは30㎝を
測る。坑底からは瀬戸焼皿・銭貨・人歯が出土してお
り、時期は17世紀初頭と考えられる。
　また、今回の調査では自然流路および埋没谷を検出
している。自然流路のうち、SR1・3は部分的な検出
にとどまるが、12区で検出したSR4は大規模な河道で
あったことが窺える。調査区内において両端を検出し
ていないため幅は不明であるが、深さは最深部で1.8m
を測り、大きく蛇行しながら東から西へ流走する。下
位層から最上層まではシルトと砂層が互層状の堆積を
なしており、河底で流水と滞水を繰り返しながら埋没
していったものと考えられる。遺物は縄文時代後期か
ら古代までの遺物が出土しており、流路の形成は縄文
時代後期以前と考えられる。ただし、遺物は全て破片
の状態での出土で、接合資料に乏しいことから、大多
数は直上の岸から投げ捨てられたものではなく、上流

SI7完掘状況

埋没谷完掘状況

SK47遺物出土状況

SK31遺物出土状況
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からの流れ込みと考えられる。なお、最も遺物の出土
量が多かったのは中位層からの弥生時代後期から古墳
時代中期までの遺物であるが、この層からは木製品も
多量に出土している。木製容器、杭のほか、ほぞ穴を
持つ柱材・板材も出土しており、当時の建築材として
貴重な資料といえる。
　埋没谷は調査地東端で検出した。昨年度 1区で検
出したものの北側部分にあたり、検出部の最大幅22m、
深さは最深部で1.5mを測り、北から南へ流下する。
遺物は縄文時代後期から古墳時代後期までのものが出
土しており、縄文時代後期以前に形成されたものであ
る。これら自然流路および谷が存在する 3次調査区の
北・東側は、少なくとも縄文時代後期から古墳時代ま
で湿潤な環境にあったと考えられる。調査地の南東
600mには現在の内川が流れ、川の氾濫原と考えられる
ことから、南東側に生活域が大きく展開することはな
いと考えられるが、本調査区で検出している弥生時代
後期の集落と 1次調査にて検出した大集落の間には地
形的に分断されていた可能性も考えなければならない。
　Ⅳ層上面遺構の調査終了後は、 2×2 mのトレンチ
を市松状に設定し、遺存状態に応じてⅣ層を掘り下げ、
下面遺構の精査を行った。その結果、12区にてⅣa層
下面よりSX2を検出した。SX2は最大幅 3 mほどを呈
する不整形な遺構である。埋土に炭化物を多量に含む
が、遺構の性格等は不明である。その他にも6・7区
にて部分的な遺物の広がりを検出したが、SX2以外に
遺構の広がりは確認できなかった。
　以上、今年度の調査成果を概観すると、北井門遺跡
の時期は縄文時代後期末〜晩期、弥生時代前期、弥生
時代後期、中世の4時期に大別できる。縄文時代後期
〜晩期の遺構は松山平野内で散見されているものの、
竪穴建物と墓坑が同一遺跡内で発見された事例は初見
である。今後隣接する 2次調査の成果とも合わせ、縄
文集落の具体的な構造が解明できる資料となれば、お
そらく県内で初めての調査成果が得られるものと期待
できる。また、遺跡が居住地として盛期を迎えるのは
弥生時代後期である。遺構密度は後世の削平の影響も
あり不明な点も多いが、今回破鏡が出土したことによ
り、北井門弥生集落の平野内での優位性がさらに裏付
けられたものとなった。今後の調査の進展とともに過
年度調査分、そして 2次調査分の成果と合わせた分析
を行い、北井門遺跡の全容について検討していく必要
がある。………………………………………………………………………………………………………………（大野由美子）

6・7区 Ⅳ層遺物検出状況
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⒐ 池
いけ

田
だ

遺跡
１　所　在　地　　伊予市下吾川583
２　所属時期　　古墳時代・中世
３　調査期間　　平成21（2009）年 4月13日〜 6月30日

12月 1日〜平成22（2010）年 2月16日
４　調査面積　　2,525㎡
５　調査原因　　一般国道56号伊予インター関連整備
６　担　当　者　　中野良一　　松井菜穂子　　菊池公作
７　調査概要
　遺跡は伊予市の南側に連なる行道山（標高403m）や
谷上山（標高455ｍ）の山塊から派生する、古期複合
扇状地扇端部の比較的安定した標高2.5mの微高地上
に立地しており、弥生時代以降の浜堤と推定される箇
所から、約200ｍ程度東の位置にある。
　調査区は国道56号を中心に東西に分かれ、東側をＡ
区、跨線橋下をＢ区、西側にはＣ・Ｄ区を設置した。
　Ａ区は 1〜 4区に分けて調査した。 1〜 3区は調査
区が極めて狭く細長いためトレンチ調査となった。こ
こでは包含層は確認されたが遺構は全く検出されな
かった。
　A-4区では、古墳時代の竪穴建物を 6棟、溝を 4条
と柱穴や土坑を検出した。溝以外の遺構のほとんどは
SD-1の南側で検出されているが、調査区が狭いので
竪穴建物跡はいずれも一部分の検出に留まっている。
特にSI-6は住居の極一部しか検出できなかったので、
規模などは不明である。また、SI-4をのぞいて重複し
ている。SI- 2・5ではカマドを確認しているが、SI- 2
は袖部だけ残存しており、SI-5は調査区南壁で焼土を
確認したが掘削できなかった。溝はSD-4を除いてい
ずれも東西方向に掘削されており、SD-2は出土遺物
から中世に掘削されたと考えられ、他は古墳時代であ
る。柱穴は隅丸方形を呈するものや円形のものが多数
検出された。特にSI-4の床面を切る状態のものや、そ
の周辺で隅丸方形の柱穴がみられるが、建物の復元に
は至っていない。
　Ｂ区は現道の橋脚があるため面的な調査が実施でき
なかったが、竪穴建物 1棟を検出した。この建物は一
辺が 7 mを測り、今回検出された中では最大となる。
　Ｃ区では10棟（竪穴建物と推定される 3棟も含め
る）の竪穴建物と、少数の柱穴が検出された。SI-8と
15を除いて重複がみられる。カマドを持つ住居は半数
の 5棟で、カマド全体が検出できたのはSI-11だけで
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あるが、すべて北カマドとなっている。柱穴はSI- 8・
9の範囲に集中しているが、建物の復元には至ってい
ない。
　Ｄ区では竪穴建物 1棟と土坑・柱穴・小溝を検出し
たが、遺構の集中は見られない。
　これらの遺構からは多数の遺物が出土しているが、
竪穴建物からは 6世紀半ばから 7世紀初頭頃の須恵器
が最も多く出土している。主に杯身や蓋・高杯が多い
が、SI-11から大甕の破片も多数出土している。また、
居住域では珍しい子持壺の破片も出土している。土師
器は甑や甕がみられるが全体量は少ない。特筆される
遺物としてSI- 9・11から出土した黒色土器埦があげ
られる。共伴した須恵器から 6世紀後半のものと考え
られるが、県下はもとより四国においても当該期の黒
色土器の出土例は報告されていない。古墳時代以外に
は13世紀の土師器皿や中国陶磁器の白磁碗、和泉型瓦
器椀、土錘、砥石などが出土しているが量は少ない。
以上が各調査区で検出された遺構・遺物の概要である
が、竪穴建物については全体で18棟検出されたが、そ
の立地はA-4区からＣ・Ｄ区にかけてのびる幅40m程
度の微高地上であることがわかる。また、推定した 3
棟を除いて主軸の方向性からみて、東へ 2度から 9度
（SI-3・15・16）、東へ11度から17度（SI-2・4・5、8
〜11、13）、東へ20度から27度（SI-1・7）を示す大き
く 3つのグループに分けられるが、重複状況からみて
もそれら各グループが同時に併存していなかったこと
は明らかで、各住居間の距離や出土遺物の分析を通し
て慎重に検討しなければならない。一方、床面から付
随するとみられる柱穴が検出された住居はSI- 4・5に
限られている。また、カマドの有無や住居の規模の差
に内在される機能の違いや、それらが生じる背景など
解明すべき課題は多い。 （中野良一）

Ｃ区竪穴建物
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Ｃ区SI-11で検出されたかまど
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10. 岩
いわ

倉
くら

城
じょう

跡 3 次調査
１　所　在　地　　宇和島市三間町曽根
２　所属時期　　中世
３　調査期間　　平成21（2009）年12月 1 日

〜平成21（2009）年12月25日
４　調査面積　　1,050㎡
５　調査原因　　四国横断自動車道建設
６　担　当　者　　中野良一　　菊池公作
７　調査概要
　遺跡は宇和島市三間町西部に位置し、今回の 3次調
査は 1次調査地の西側にある元墓地部分および工事用
道路部分の調査を実施した。
　調査の結果、遺構は郭 4面（第8・9・10・23郭）・
切岸・土坑 4基・柱穴約160穴を検出し、遺物は備前
焼（甕・擂鉢）・陶磁器・土師器・石製品（五輪塔）
などが出土した。
　 1次調査で確認された第10郭下の切岸は西に伸びて
いることが判明した。第 8郭と第 9郭の一部も検出さ
れ、第 8郭下には勾配の急峻な切岸が確認された。第
8郭より北は人工的削平の見られないなだらかな勾配
になっており、地山の成形は確認できなかった。また
第23郭全体に柱穴が広がっていることが確認された。
　調査時は掘立柱建物や柵列などの復元には至らな
かったが、今後は 1次調査の成果と合わせ検証を進め
る予定である。 （菊池公作）
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第10郭下切岸

第23郭完掘状況

第8・9郭完掘状況
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11. 板
いた

島
じま

城
じょう

跡
１　所　在　地　　宇和島市和霊町亀次
２　所属時期　　中世
３　調査期間　　平成21（2009）年 7月 7日

〜平成21（2009）年11月30日
４　調査面積　　1,800㎡
５　調査原因　　一般国道56号和霊歩道
６　担　当　者　　中野良一　　藤本清志　　菊池公作
７　調査概要
　本遺跡は旧宇和島市北部、高串川と須賀川の合流地
点西側の丘陵頂部（標高65m）に位置し、調査区は丘
陵東側斜面である。
　遺構は溝状遺構・通路状平坦面・土坑 4基・柱穴30
穴などが検出され、遺物は約2,000点出土した。
　溝状遺構は、調査区南部の標高約46ｍに位置する。
検出幅約3.1m・検出長約3.8m・深さ約 1 mであった
が、調査区壁面での土層観察では、幅約3.6m・深さ
約1.3mである。断面形はレンズ状およびＵ字状を呈
しており、上層が暗褐色の砂質土、下層が黄橙色の砂
質土で大きく 2層に大別できる。西側上方（調査区外）
には郭と考えられる平坦面があり、郭の防御を目的と
した竪堀の可能性がある。出土遺物から15世紀後半頃
まで機能していたと考えられる。
　通路状平坦面は，調査区南部の標高約49mに位置す
る。検出幅約2.5m・検出長約2.7m・深さ約70㎝であ
る。底面が平坦で、断面形は逆台形を呈している。北
西上方（調査区外）に位置する郭へ通じる通路と考えら
れるが、一部のみの検出であるため，詳細は不明である。
　約2,000点の遺物のうち、縄文土器（約6,000年前）・
弥生土器（約2,000年前）・近世陶磁器の出土は少量で、
ほとんどが中世遺物であった。主に土師器（皿・杯）・
備前焼（甕・壺・擂鉢）・常滑焼（甕）・瀬戸美濃焼（天
目茶碗）・瓦質土器・中世須恵器（東播系コネ鉢）・青
磁（碗）・石製品（茶臼・砥石・石硯）・銅銭などが挙
げられ、これらの年代観は15世紀（室町時代）頃であ
る。その中でも瀬戸美濃焼の天目茶碗、瓦質土器の茶
釜や火鉢、石製品の茶臼が特に注目される遺物である。
これらは主に茶道具として使用される物で、当時の板
島城城主が喫茶を嗜む文化的側面を持ち合わせた人物
であったことが考えられる。
　また城の立地においては眺望が良く、北側は吉田・
三間方面、東側は鬼北方面、南側は宇和島方面をのぞ
むことができ、周辺の草野々城跡や鎧城跡、宇和島城
跡（板島丸串城跡）などの中世山城跡が確認できる。
このように城の立地や規模、出土遺物などから，板島
城跡は15世紀頃において、周辺地域の中核的山城とし
ての性格を持っていた可能性が考えられる。

（菊池公作・藤本清志）

位置図

完掘状況遠景

溝状遺構断面

通路状平坦面完掘状況
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Ⅱ−4　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155集から第161集までの計 7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。

「此花町遺跡」
　松山市此花町および持田町にかけて所在する此花町遺跡の報告書である。遺跡は石手川右岸の下
位段丘面に位置する。調査では主に古代から中世にかけての遺構・遺物を検出した。出土遺物の中
には緑釉陶器や越州窯青磁などが含まれている。石手川右岸地域は過去の発掘調査成果より、石手
川が河道を北から南へ移動するのに伴って順次北から離水し農地化していくという土地開発モデル
が想定されている。調査前には今回の調査地が位置する離水面は中世から近世にかけて開発された
最も新しい農村と予測していただけに、古代の遺構・遺物が出土した点は意外でさえあった。大局
的には北から南へという土地開発モデルで大過ないが、ミクロ的な視野で捉えると実情はそこまで
模式的ではない一面もあり、実態解明のためには、個々の調査成果を積み上げが重要であることを
あらためて認識した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（眞鍋昭文）

「道後町遺跡 3 次」
　松山市道後町に所在する道後町遺跡の報告書である。今回の調査は第 3次調査であり、道後町遺
跡としては第32調査区となる。調査では主に16世紀後半の遺構・遺物が出土している。調査区の北
端では放生池の護岸を確認し、この調査区が湯築城搦手に広がる湯築城下町の北端に当たってい
ることが確認された。調査区は111㎡と狭小であったが、屋敷地と考えられる平坦面 2面を検出し、
その境界溝から天目茶碗が 3点出土している。当時河野氏の重臣は湯築城内にではなく、城外に屋
敷を構えていたと考えられており、今回検出した屋敷地もこうした河野氏重臣の屋敷地の一角であ
る可能性が考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（眞鍋昭文）

「岩倉城跡 2 次」
　宇和島市三間町曽根に所在する岩倉城跡 2次調査の報告書である。岩倉城跡は三間盆地西部の丘
陵上に位置しており、調査では15世紀〜16世紀初頭頃の遺構や遺物を検出している。その中でも、
中世期の竪穴状建物は県内でも確認事例が少なく、南予地方においては初例と考えられる。また竪
穴状建物へ通じる階段状遺構・虎口・門跡等も検出された。この竪穴状建物は門跡の内側に位置し
ており、規模や構造から見張り小屋的な機能を持つ建物と考えられる。　　　　　　　（藤本清志）

「宮ノ上遺跡・下石床遺跡」
　宮ノ上遺跡は、宇摩平野西部に所在する緩やかな傾斜地である扇状地の扇端付近に位置している。
発掘調査では柱穴状遺構114穴を検出したが明確な建物を復元することができなかった。また遺物
も僅少で遺構に伴うものはない。包含層出土の土釜口縁部が15世紀代であることから、検出した遺
構の上限時期は15世紀代までさかのぼることができる。こうした柱穴状遺構は、一部の植生痕跡を
除外すると掘立柱建物などの上部構造物の存在を推定するよりも、むしろ不均等な柵、あるいは単
独で建てられた柱などを想定することができる。また近接する県道上猿田三島線は伊予・讃岐間を
結ぶ街道であることから今回の調査成果はこうした交通路との関連性にも注視しなければならない。
今回検出した遺構は居住空間などの集落域ではなく、街道沿線における人間による行為の痕跡とし
てとらえるべきであり、今後は交通というファクターを中心に景観復元を試みる必要がある。
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　下石床遺跡は遺構数も少なく、出土遺物も僅少である。そうした中で成果として特筆できるのが、
1区で検出されたSB-01である。この掘立柱建物は、 3面に廂もしくは縁状の張り出しを有する 1
間× 4間の側柱建物で、周囲に雨落ち溝状の遺構を伴っている。根石を伴う柱穴が構築されていた
この建物の北西側梁間には、廂あるいは縁が設けられていないことや身舎内の間仕切りが存在しな
いことから、妻入として機能していた可能性が指摘できる。この建物は出土遺物から判断した12世
紀末から13世紀初めころに構築された建物と考えられる。この建物が比較的規模が大きいことに留
意し、さらに単独で構築され、銅銭などの遺物も建物の周辺から出土していることを考慮すると堂
や祠などの宗教的施設であった可能性が考えられる。この建物を宗教施設として評価することが許
されるのであれば、機能によって空間が分けられた村落景観を復元することができ、今回の調査成
果から中世集落の実態を垣間見ることができる 。　　　　　　　　　　　　　　　（柴田昌児）

「北井門遺跡」
　松山市北井門町に所在する北井門遺跡1次調査の報告書である。調査区は国道33号から松山イン
ター料金所までの約500mの直線区間の範囲である。弥生時代後期から古墳時代を中心とした竪穴
建物約200棟はじめ弥生時代前期の壺棺墓から中・近世の集落跡の調査を行った。遺跡の中心とな
る弥生時代後期では溝の中におかれた土器群や鍛冶炉を持つ竪穴建物、土器の廃棄場所として使用
された竪穴建物や土坑、土器をおいたまま放棄された竪穴建物などがあり、遺物では朱のついた石
臼やベンガラのついた石杵・土器片なども出土している。古墳時代では、前期の前方後方墳や多く
の竪穴建物の調査を行い、竪穴建物からはまとまっておかれた土師器高杯や小石を入れた須恵器有
蓋杯など住居廃絶時の祭祀行為を示すものを確認、また、古墳時代の竪穴建物群が東西の溝によっ
て区画された内部に営まれていることも判明した。竪穴建物のほとんどがカマドを持ち、初期須恵
器が出土するなど松山平野のおける集落研究の好資料となる遺跡である。 　　　　　（岡田敏彦）
　

「旧硯寿院跡」
　四国中央市土居町土居に所在する旧硯寿院跡の報告書である。本遺跡は弥生時代〜中世にかけて
の集落跡であり、弥生時代後期末葉・8〜9世紀・12世紀後半〜13世紀頃の遺構・遺物を確認した。
遺構には弥生時代後期末葉の竪穴建物や土器棺墓などがあり、出土土器の遺構間接合例から遺構間
の共時性や集落構造の一端が判明した。本書では、これら遺構・遺物の概要を整理するとともに、
周辺の地形および遺跡分布を基として、本遺跡で確認された弥生時代集落の空間的広がりについて
検討を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池尻伸吾）

「本郷遺跡」
　新居浜市本郷に所在する本郷遺跡の報告書である。調査では主に 8世紀後半から10世紀前半頃に
かけての遺構・遺物を検出した。遺構では方位を同じくする掘立柱建物のほかに火葬墓と考えられ
る不均整な六角形を呈する土坑などを検出した。遺物では緑釉陶器や鉄滓・被熱した砥石など鍛冶
関係の遺物が注目される。調査地付近は古代新居郡衙および新居郷家推定地であり、直近に南海道
駅推定地なども存在している。こうした歴史地理学的要件も踏まえた上で、今回発見された遺構が
官衙ないしは関連施設の一部である可能性を指摘した。が、今回の調査範囲は極めて限定的であり、
検出した遺構も全容が把握できているわけではない。平成22年度以降も隣接地で継続調査が予定さ
れており、その調査成果が期待されるところである。 　　　　　　　　　　　　（眞鍋昭文）
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平成21（2009）年度刊行　報告書一覧

シリーズ
番 号 刊行年月 報告書名・掲載遺跡名 面積

（㎡）

第155集 平成21（2009）年 4月 此花町遺跡
　―国道317号みち再生事業に伴う埋蔵文化財調査報告書― 751.715

第156集 平成21（2009）年11月 道後町遺跡 3 次
　―一般県道六軒家石手線電線共同溝工事に伴う埋蔵文化財調査報告書― 111

第157集 平成22（2010）年……3月
岩倉城跡 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Ⅴ― 1,200

第158集 平成21（2009）年12月
宮ノ上遺跡・下石床遺跡
　―国道11号川之江三島バイパス建設に伴う埋蔵文化財調査報告書― 2,890

第159集 平成22（2010）年……3月 北井門遺跡
　―一般国道33号松山インター関連整備に伴う埋蔵文化財調査報告書― 28,700

第160集 平成22（2010）年……3月 旧硯寿院跡
　―一般県道蕪崎土居線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書― 466

第161集 平成22（2010）年……3月 本郷遺跡
　―一般県道西町中村線建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告書Ⅰ― 366

遺跡速報展『いにしえのえひめ‘09』　後期（発掘調査編）

遺跡速報展『いにしえのえひめ‘09』　前期（報告書編）
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県有出土品整理事業
１　調査期間　　平成21（2009）年 4月 1日

〜平成21（2009）年 9月30日
２　調査原因　　緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
３　担　当　者　　西川真美
４　事業概要
　本事業は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業とし
て愛媛県教育委員会文化財保護課が県有出土品活用事
業を立ち上げ、当埋蔵文化財センターが事業を受託し、
調査員 1名と作業員 4名で、県有遺物の保管の基礎に
なっているコンテナ台帳に基づき、平成13年度〜19年
度に刊行した報告書掲載遺物を対象に、遺物台帳を作
成した。作業内容は、報告書の遺物一覧をもとに遺物
台帳を作成する遺物の総個体数を集計した後、遺物の
確認・データ入力・未撮影遺物の写真撮影及び実測図
や既存の遺物写真のスキャニングを行い、遺物台帳の
データベース化を実施した。
　事業の成果として、報告書掲載遺物のデータベース
化を行ったことにより、報告書掲載遺物の閲覧や貸し
出しに少しでも寄与することができたのではないかと
考えられる。 （西川真美）

県内埋蔵文化財包蔵地および
史跡等情報整理事業

１　調査期間　　平成21（2009）年10月 1 日
〜平成22（2010）年 3月31日

２　調査原因　　緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
３　担　当　者　　中平秀仁
４　事業概要
　本事業は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業とし
て愛媛県教育委員会文化財保護課が県内埋蔵文化財包
蔵地及び史跡等情報整理事業を立ち上げ、当埋蔵文化
財センターが事業を受託し臨時調査員 1名と作業員 5
名で県内の包蔵地に関する情報と国･県指定の史跡･名
勝･天然記念物の情報の電子化を実施した。
　事業の成果として、情報の電子化を実施したことに
より加減･訂正が容易におこなわれるようになり、利
便性が高まったと思われる。 （中平秀仁）

図面のスキャニング

データの入力作業

遺物の確認作業

データの入力作業

Ⅱ−5　県有出土品整理事業及び
県内埋蔵文化財包蔵地・史跡等情報整理事業
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後期テーマ展
「時代のものさし−中世−」

愛媛県生涯学習センター共同企画展
「考古学の美術館　いにしえの美−掘り出された宝物−」



−平成21（2009）年度年報−

平成22（2010）年5月30日

編集・発行　　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター
　　　　　　　〒791-8025　愛媛県松山市衣山4丁目68-1
　　　　　　　TEL（089）911-0502　FAX（089）911-0508

印　　　刷　　アマノ印刷有限会社
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