
年
報

財
団
法
人

愛
媛
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ

2
0
1
1

平
成     

年
度

22

2011

財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター





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。
　本書には受託事業として発掘調査を実施した11遺跡の概要が掲載されています。現地
説明会を開催した今治市朝倉南に所在する鳥越 1号墳は、古墳時代後期に造られた未盗
掘の古墳でした。当時のままの状態で検出された石室と副葬品は、調査を担当した調査
員も見学に来られた一般の人もその残りの良さに驚き、興奮を隠すことができませんで
した。このように昨年度も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 5冊の発掘調査報告書を刊行しました。報告された遺跡は中世山城
の 3遺跡をはじめ、県内の古代を知るうえで欠かせない資料です。
　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、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を深めていた
だくこと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 23 年 5 月
財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター
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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 22（2010）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　概要中の本文・挿図において略記号を使用している場合、その内容は次の通りである。
　　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、嘱託員松本美香の協力を得て担当係長柴田昌児が行った。
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　　　　　　　　　　　　　組織及び事業の概要
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Ⅰ−1 　組織の概要

1 .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。
平成23（2011）年　 4月 1日　組織改正により調査課に整理業務担当の担当課長・調査課第一係内に

大規模事業対応担当の担当係長を設置する。
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3 .事務所所在地
　　　　愛媛県松山市衣山 4丁目68番地 1号

4 .役員名簿
平成22（2010）年度　
（平成23年 3 月現在）

　
　
　
　
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
菅野邦彦 東温市教育委員会教育長
脇　武延 県市町会事務局長
上田耕三 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

		

5 .平成22（2010）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　　　　　青野敏郎
　　　　　　　総務係長　　　　　三好裕之
　　　　　　　臨時補助員　　　			河野有美　　藤村美由紀（〜 7月退職）　　八田　彩（ 8月〜）

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　　　　西川真美　　柴田昌児　　多田　仁
　　　　　　　調査員　　　　　　松村さを里　石岡ひとみ　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　　　　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　　　　土井光一郎
　　　　　　　調査員　　　　　　池尻伸吾　　大内博志　　東　眞己　　
　　　　　　　嘱託員　　　　　　今泉ゆかり　岡　美奈子　大野由美子
　　　　　　　臨時調査員　　　　石田義広　　中平秀仁　　大岸丈洋（〜12月退職）
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Ⅰ−2 　事業の概要

1 .受託事業（寄附行為第 4 条第 1 号）
平成22（2010）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 32,066 24,195 264,379,500
大洲管内 709 11,959 20,527,500

愛　媛　県 県道久米垣生線ほか 7,453 5,884 212,068,000
西日本高速道路

株式会社
四国縦貫自動車道
松山 IC関連工事 235.5 235.5 12,285,500

合　　　　　　　　計 40,463.5 42,273.5	 509,260,000

平成22（2010）年度埋蔵文化財調査（発掘調査）一覧
№ 遺	跡	名 所	在	地 調		査		原		因 調	査	係 所		属		時		期
1 本郷遺跡 2次調査 新居浜市本郷 国道 11 号新居浜バイパス建設 調査第一係 弥生時代〜古代

2 本郷遺跡 3次調査 新居浜市本郷 街路西町中村線改良工事 調査第二係 古代

3 滝の宮遺跡 新居浜市滝の宮 街路西町中村線改良工事 調査第二係 古代〜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 鳥越 1号墳 今治市朝倉南 国道 196 号今治道路建設 調査第一係 古墳時代

6 石手村前遺跡 3次 松山市石手 県道六軒家石手線改良工事 調査第二係 古代〜中世

7 道後今市遺跡 15 次 松山市道後北代 県道松山北条線改良工事 調査第二係 縄文時代〜中世

8 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

9 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〜弥生時代

10 北井門遺跡 4次 松山市北井門町 四国横断自動車道松山 IC関連工事 調査第一係 縄文時代・近世

11 板島城跡 宇和島市和霊町 一般国道56号和霊歩道建設 調査第一係 中世

2 .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22年度遺跡速報展『いにしえのえひめ’10』」　　　　
　　　　　　　　　　　　前期（報告書編）　　〔平成22年 4 月26日〜 6月25日〕見学者:146名
　　　　　　　　　　　　後期（発掘調査編）　〔平成22年 7 月12日〜 9月17日〕見学者:173名
　「平成22年度後期テーマ展『時代のものさし−中世−』」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔平成21年10月25日〜平成23年 2 月25日〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見学者:352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会場と大阪府 1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22年 4 月29日〜 6月27日〕見学者:3,012名
　高知会場:高知県埋蔵文化財センター　　　〔平成22年 7 月 5 日〜 8月31日〕見学者:1,558名
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　香川会場:香川県埋蔵文化財センター　　　　〔平成22年 9 月11日〜10月24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11月 2 日〜12月26日〕見学者:1,047名
　大阪会場:大阪府立弥生文化博物館　　　　　〔平成23年 1 月22日〜 3月21日〕見学者:6,768名

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。
　　「中世えひめの考古学−源平の争乱から戦国時代を生き抜いた人々の歴史−」
　開催場所:愛媛県生涯学習センター企画展示室〔平成22年 7 月24日〜 8月31日〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見学者:2,434名

　松山市文化・スポーツ振興財団および松山市教育委員会と共催し、次の展示会を実施した。
　　平成22年発掘調査速報展「掘ったぞな松山2010」
　開催場所:松山市考古館〔平成22年 7 月10日〜 8月31日〕

　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、次の展示会を実施した。
　　「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22年10月 8 日〜11月12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22年度は下記の	
1 遺跡で開催した。

遺　跡　名 実　施　日 場　　所 参加人数 備　　考
朝倉南今若遺跡・
　　　鳥越 1号墳 平成 22 年 11 月 6 日 今治市朝倉南 250 名

朝倉南今若遺跡　現地説明会
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鳥越 1 号墳　現地説明会

平成22年度後期テーマ展『時代のものさし−近世−』展示解説



						

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
　調査第一係は、国土交通省の松山管内埋蔵文化財調査において、松山外環状道路・今治道路・新
居浜バイパスで発掘調査を実施し、川之江三島バイパス・伊予インター関連・今治道路・松山外環
状道路において整理作業を実施した。伊予インター関連の池田遺跡は報告書の印刷を実施した。大
洲管内では前年度に引き続き板島城跡の発掘と整理を行い、板島城跡・中津倉城跡・岩倉城跡の報
告書の印刷を実施した。松山外環状道路調査区に隣接して、西日本高速道路株式会社の委託による
北井門遺跡 4次調査が実施され、調査後報告書の作成を行った。

〔発掘調査〕
　松山管内調査の松山外環状道路の調査は、平成19年度から開始された。今年度の調査区では 3区
で弥生時代前期と近世の遺構面、 5区では縄文時代後・晩期と近世の二面の遺構面を調査した。過
年度の調査区に隣接した範囲の調査であり、検出した遺構・遺物は同様であり、遺構のつながりな
どを把握することができた。
　今治道路では前年度に引き続き丘陵裾部に広がる今若遺跡の調査と、丘陵頂部に構築された鳥越
1号墳の調査を実施した。今若遺跡では延長600mにわたって調査を行い、黒岩川に向かって緩や
かに傾斜し現在の川までの距離の短い地区からは、遺物の出土が少なく年代比定は難しいが、古墳
時代後期から古代と考えられる掘立柱建物や竪穴建物が検出された。しかし、遺構の重複は少なく
全体的に疎らである。一方、比較的川までの距離のある地区については、遺構面が 2面確認された
箇所もある。 1面目では中世から近世の集落の一部を確認した。 2面目は弥生時代中期から古墳時
代の竪穴建物跡などを確認し、過年度の隣接する調査区とあわせて、集落が広がりを見せているこ
とが明らかとなった。
　丘陵頂部に構築されていた鳥越 1号墳は直径12m程度の横穴式石室をもつ円墳で、石室の一部は
盗掘によって壊れていたが、内部は厚さ30cm程の流入土で覆われ床面状を呈していたため遺物の
遺存状況は良好であった。須恵器はTK10型式とTK209型式の 2型式が存在していることから 6世
紀中頃から 7世紀初めまでの年代幅がある。版築状の盛土が行われた墳丘も石室もほぼ完全な遺存
状態に近く、築造方法などを解明するために良好な資料を得た。
　新居浜バイパスの本郷遺跡では、掘立柱建物を検出した。 2棟の重複がみられるが柱穴の切り合
い関係がなく前後は不明である。隣接する一次調査区では古代の建物跡などが検出され、官的性格
の遺跡と評価されており、今回検出された建物の方向性もほぼ合致していることから、遺跡の広が
りが確認できたことになるが、調査区より北には遺構が存在しないことが明らかであり、遺跡の北
限も確認できたことになる。
　大洲管内調査では、板島城跡の調査を実施した。前年度調査区の斜面下位が対象であったが遺構
は検出されていない。ただ、斜面には数条の自然崩落箇所がみられるが、その内の一条は前年度調
査で検出された竪堀状遺構とラインが整合することや、各崩落箇所がほぼ均等な距離を隔てている
ことなどから、元々は竪堀があったのではないかと推測した。
　北井門遺跡 4次調査では、縄文時代後期の包含層を確認したが遺構は検出されず、近隣微高地か
らの流れ込みとみられる。また、18世紀以降の掘立柱建物や柵列・溝などが検出され、隣接調査区
からの以降の広がりが確認できた。

〔整理作業〕
　松山管内では伊予インター関連の池田遺跡の報告書を印刷した。検出された竪穴建物群は 6世紀
前葉から後葉にかけてのものである。また、出土事例の極めて少ない黒色土器については、山口県
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の遺跡によく似た土器が出土していることが判明した。川之江三島バイパスの上分西遺跡では縄文
時代後期土器を分類し、中世の掘立柱建物の復元を行った。今治道路では、経田遺跡の弥生時代・
古代・中世の各遺構図の作成や遺物実測を行った。
　大洲管内では板島城跡・中津倉城跡・岩倉城跡の報告書を作成した。南予地方の14世紀後半から
16世紀にかけての山城の様相を探るための良好な資料を提示できた。
　北井門遺跡 4次調査では、図版作成やレイアウト・原稿執筆を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（調査第一係長　中野良一）
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 2件を実施し、うち 1件につ
いて発掘調査報告書を刊行した。

〔発掘調査〕
　本郷遺跡 3次調査・滝の宮遺跡（新居浜市）、石手村前遺跡 3次調査・道後今市遺跡15次調査・北
井門遺跡 3次調査（松山市）の 5遺跡について実施した。
　本郷遺跡では昨年度（ 1次調査）に引き続き、調査区を南北に拡張して実施した。 1次調査区にお
いて、整然と配置された古代の建物や火葬墓が検出され、官的施設の存在が想定されたため、 3
次調査においても関連施設の発見とその広がりの確認が期待された。しかしながら海側の調査区
（H 3区）において掘立柱建物 1棟と土坑数基を検出したにとどまった。このことより、 1次調査区
以南には遺跡は存在せず、主に東方向へ広がっているものと想定される。県道竣工後の周辺の開発
には十分留意して対処する必要がある。
　滝の宮遺跡は新居浜平野西端部金子山丘陵の山裾に位置する遺跡である。調査の結果、少量なが
ら古代から中世の遺構・遺物が検出された。金子山に築かれた金子山城の城主である金子氏やその
居館跡に建てられたとする慈眼寺との関係が注目される遺跡である。
　石手村前遺跡は、一昨年、昨年に続く 3 ヶ年目の調査となる。今回で一連の発掘調査を完了し
た。調査の成果としては過年度調査と同様に古代から中世にかけての遺構・遺物を検出した。遺跡
は湯築城の大手側で、かつ、絵図に見られる石手寺の僧坊が建ち並んでいたとされる位置にある。
これらと関連する遺構の検出が期待されたが、調査は現道拡幅に伴うもので、調査範囲がきわめて
限定的であるため、具体的な建物配置などは確認されていない。今後は遺物の詳細な分析が必要と
なる。
　道後今市遺跡は昨年度に実施できなかった箇所についての継続調査である。昨年度と同様に主と
して中世の遺構・遺物を検出した。今年度調査においては特筆すべき事象は発見されていないが、
昨年度調査とあわせて報告書にまとめた。
　北井門遺跡の調査も一昨年、昨年に続く3ヶ年目の調査となる。今回の調査でも縄文時代から弥
生時代にかけての遺構を検出し、弥生時代の溝からは大量の遺物が出土した。縄文時代の竪穴建物
は一昨年に調査を実施した延長部分であるが、前回調査で認識不足であった遺構の形状や遺物の出
土状況について詳細な検討を行うことができた。また、多量の遺物が出土した弥生時代後期の溝も
その具体的な構造に迫りうる資料を得たことは重要な成果である。複数時期の自然流路を検出する
など石井・浮穴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〕
　昨年度実施した道後今市遺跡15次調査について、今年度発掘調査分とあわせて報告書を刊行し
た。また、北井門遺跡 3次調査においては過年度調査分の土器の接合・復元作業や実測作業を実施
している。
																														　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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（四国四県及び松山市）による巡回展も 2巡目となる「続・発掘へんろ」
の 2年目として「四国の弥生時代」をテーマに 4県における弥生土器の地域性や地域間の交流の様
子を読み取る展示を行い、さらに、四国外へ運ばれた土器や四国外から持ち込まれた土器の展示を
とおし、他地域との交流を考え、今年度は大阪府立弥生文化博物館でも展示を行った。
　センター 1階の展示室で開催する上半期の遺跡速報展「いにしえのえひめ ’10」は昨年同様に
前半期の 4〜 6月に報告書作成遺跡の紹介、 7〜 9月に発掘調査を行った遺跡出土資料の展示会を
実施した。下半期はテーマ展「時代のものさし」の最後となる近世遺跡出土資料を中心に展示を行
い、松山城堀之内・松山市一番町の武家屋敷群出土資料や松山市井門遺跡の農村集落出土資料、さ
らに今治市平山などの近世墓地資料などを紹介した。その中でも、武家屋敷群から出土した、土人
形や「植木鉢」「箱庭用道具」「小鳥飼育用道具」など、当時の趣味・遊技の道具展示に見学者の注
目が集まっていた。
　愛媛県生涯学習センターとの共催事業である展示会は「中世えひめの考古学―源平の争乱から戦
国時代を生きた人々の歴史―」を開催した。この展示は昨年度センター 1階で開催した「時代の
ものさし〜中世〜」を基礎に視点を変えて実施したのもで、同じ内容の資料でも展示場所や展示方
法の変化によって見学者の受ける印象が異なってくることを実感した展示会となった。
　さらに、昨年度実施した愛媛県総合運動公園内での「第 2回埋蔵文化財里帰り展」では、運動公
園造成時に調査を行った弥生時代の資料を展示し、スポーツの場となっている運動公園に多くの遺
跡があったことを紹介することができた。あわせて、「城館探訪!ふれあい健康ウォーキング」も開
催し、運動公園周辺に残る中世城館を当センター職員が紹介した。
　今年度からは松山市教育委員会・松山市埋蔵文化財センターと協同で「掘ったぞな松山2010」を
開催し、松山市内で調査を行った北井門遺跡の縄文土器・弥生土器（大型器台）を松山市考古館に展
示した。

【発掘調査現地説明会】
　今年度は今治道路建設に伴う調査を実施した今治市朝倉の「鳥越 1号墳」「今若遺跡」で説明会
を開催した。「鳥越 1号墳」は未盗掘の横穴式石室を内部主体とする円墳で、追葬坑の状況など古
墳葬送の状況が明確なものであり、丘陵頂上部まで階段を設置し、足元の悪い中、250名の方々に
調査担当職員が詳細な解説を実施した。

【刊行物等】
　当センター設立から今日まで実施した各時代の調査でわかったこと、新たな疑問となったことに
ついてまとめた紀要 9号の刊行と、開設以来内容の大幅更新をしていなかったホームページのリ
ニュウーアルを実施した。センター保管の図書検索をホームページ上で行えるようになったことは
今後の普及活動の幅を広げるきっかけと成ることを望んでの変更点である。

【その他】
　展示会や説明会以外でも、当センター職員による博物館・資料館での講演も確実に定着し、講演
場所も県内から県外へと広がりを見せている。
　中学生による職場体験では、実際に整理作業を行うことで、「洗浄・注記」「土器復元」「実測」
「OAによるトレース」「写真撮影」の作業の難しさを経験してもらい、自分たちの行った作業の成
果（実測図）を持ち帰ってもらうことで家庭や学校での話題提供ができるものと確信している。

		　　　　　　																			　　　　　　　　　　　　　　　　		（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22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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位置図

1.本
ほん

郷
ごう

遺跡 2 次調査
1 　所　在　地　　新居浜市本郷

2 　所属時期　　弥生時代〜古代

3 　調査期間　　平成22（2010）年 4月19日

　　　　　　　　　　　〜平成22（2010）年 6月25日　

4 　調査面積　　1,200㎡

5 　調査原因　　一般国道11号新居浜バイパス建設

6 　担　当　者　　藤本清志　菊池公作

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、1次
調査地（平成21年度実施）の約20m北側に位置している。
　調査では、掘立柱建物 2棟（SB 1・2 ）・土坑 1基・柱
穴13穴（掘立柱建物柱穴は除く）などの遺構を確認し、弥
生土器・土師器・須恵器などの遺物が出土した。
　SB 1 はB区中央、標高約25.6〜25.8mに位置する。
3間× 3 間の側柱建物で、棟方向はN- 8°-Wを指向す
る。柱間は梁行約1.45〜約1.70m、桁行約1.75〜2.35m
である。柱穴の平面形はSP 3 とSP 5 は隅丸長方形で、
そのほかは楕円形を呈し、長軸は60.5〜112cmを測る。
柱の痕跡等は残っていない。SP 8 の下位より須恵器蓋
の完形品が逆位の状態で出土している。
　SB 2 はB区中央、標高約25.6〜25.7mに位置する。
3間× 2 間の側柱建物で、棟方向はN-82°-Eを指向す
る。柱間は梁行約2.0〜約2.20m、桁行約1.10〜1.85m
である。SB 1 柱穴の平面形が全体的に円形や楕円形を
呈していたのに対し、SB 2 柱穴の平面形は全体的に長
方形を呈しており、長軸は71.0〜87.0cmを測る。柱の
痕跡等は残っていない。
　これらの遺構は、出土遺物や 1次調査の成果から概ね
古代の遺構と考えられる。SB 1 とSB 2 は切り合ってい
ないため前後関係が不明であるが、一部重複しているた
め同時併存ではない。 1次調査においても、平面形が円
形や方形柱穴の掘立柱建物が確認され、平面形がやや小
規模な円形柱穴の建物が 9世紀後半以降、方形柱穴の建
物が 9世紀後半から10世紀頃と考えられており、その成
果を踏まえると平面形が円形柱穴のSB 1 がSB 2 に先行
していた可能性も考えられる。
　また 1次調査では緑釉陶器・鉄滓などの遺物や火葬遺
構なども確認されており、本郷遺跡が官的色彩の強い遺
跡であるとされている。現段階では 2次調査においてこ
のような遺物や遺構は確認できていないが、今後は 1次
調査の成果を参考に 2次調査の出土遺物や遺構の調査成
果を検討していきたいと考えている。 （藤本清志）

調査区全景

SB 1  SP 8 遺物出土状況

SB 1・2 完掘状況
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2.本
ほん

郷
ごう

遺跡 3 次調査
1 　所　在　地　　新居浜市本郷

2 　所属時期　　古代

3 　調査期間　　平成22（2010）年 7月 6日

　　　　　　　〜平成22（2010）年10月17日　

4 　調査面積　　1,780㎡

5 　調査原因　　県道西町中村線改良工事

6 　担　当　者　　池尻伸吾　石田義広　大岸丈洋

7 　調査概要
　本遺跡は、大生院台地の東を北流する東川が形成した
扇状地の扇端付近に位置する。 3次調査区は平成21・22
年度に実施された本郷遺跡 1次調査区と 2次調査区の中
間および 1次調査区の北側にあたり、1・2次調査同様、
古代の遺構・遺物を確認した。
　特に 1次調査では、規則的な配置をもつ掘立柱建物群
や火葬墓が確認されている。また、出土遺物にも緑釉陶
器や灰釉陶器などの奢侈品が幾つかみられ、当時の官的
施設が周辺に広がっている可能性が確認された。
　検出した遺構は掘立柱建物 1棟・土坑 5基・柱穴26
で、柱穴 2を除くすべてのものが 1次調査区と 2次調
査区の中間に位置するH 3区において確認された。確認
した掘立柱建物の主軸方向はN-12°-Wで、これまでの
調査で確認された掘立柱建物群とほぼ同様の主軸方向を
持つ。 1・2次調査の成果を踏まえると、本調査区周辺
では約40mの範囲に 7棟の掘立柱建物が直線的に配置さ
れ、それらが相互に時期差を持っており、比較的長期間
にわたって本遺跡が何らかの施設として機能したことが
窺える。
　 1次調査区北側のH 1・2 区ではH 2 区南端の柱穴 2
を除いて遺構は確認できなかった。両調査区について
は、H 3区西側一帯に広がる礫層（Ⅴ層）が調査区のほぼ
全域に渡って認められ、古代の遺物包含層および遺構検
出面であるⅢa・b層の堆積が認められなかった。この
ことからH 1・2 区およびH 3 区東側は国領川扇状地性
氾濫原に位置すること、遺跡は氾濫原の中の窪地あるい
は旧河道の流路に堆積したシルト上に占地し、基本的に
氾濫原堆積物を避けるように構築されていることが明ら
かとなった。
　今後は出土遺物・遺構の詳細な検討を行うとともに、
本郷遺跡の既往調査や周辺遺跡の調査成果を踏まえ、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

H 1 区完掘状況

H 2 区完掘状況

H 3 区掘立柱建物



− 14 −

3.滝
たき の みや

の宮遺跡
1 　所　在　地　　新居浜市滝の宮町・西の土居 2丁目

2 　所属時期　　古代〜中世

3 　調査期間　　平成22（2010）年10月18日

       〜平成23（2011）年 3月18日

4 　調査面積　　935㎡

5 　調査原因　　県道西町中村線改良工事

6 　担　当　者　　池尻伸吾　石田義広

7 　調査概要
　本遺跡は、金子山山地の東麓に位置し、遺跡東方には
山地裾を取り巻くように東川が北流する。周辺には金子
山古墳・金子山城跡、弥生時代終末期の金栄遺跡など、
著名な遺跡が存在しており、特に金子氏の居館跡とされ
る慈眼寺は本遺跡と極めて近接した位置関係にある。
　検出した遺構は土坑 6基・溝 4 条・柵列 1・柱穴39
で、時期的には古代〜近世初頭のものである。
　近世では南東から北西に流れる溝状遺構（SD 4 ）を検
出した。主軸はN-17ﾟ-Wをとり、検出部での総延長約
46m、推定幅2.5〜3.0mにおよぶ長大な溝である。他に
該期の遺構が存在しないため、溝の機能は不明である
が、溝の主軸は当地域の条里地割の方向と近似する。
　中世では土坑・柵列・柱穴を検出した。遺構は慈眼寺
東側に位置するT 2 d区〜T 3 a区でのみ確認され、その
他の調査区では遺構の広がりは確認できなかった。SK 2
出土遺物から時期は14〜15世紀頃と考えられ、遺構の重
複関係は 2時期程度の集落の変遷を示している。時期的
には南北朝期（1336〜1392年）に築城されたとされる金子
山城跡の年代と符号するため、当集落の経営に金子氏が
何らかの形で関与した可能性は考えられるが、調査範囲
が狭小であったため、集落の実態も含め不明瞭な部分が
多い。また、金子山城跡の築城年代や現在の慈眼寺敷地
内にあったとされる金子氏の居館跡の実態に関しては論
拠が曖昧で、今後両者の考古学的調査に基づいた年代的
裏付けや実態の解明が望まれる。
　古代では、T 4 b区で土坑・柱穴を検出した。年代は 8
〜 9世紀頃のもので、集落の広がりや構造は不明である
が、東川氾濫原から離水し住環境が安定した古代になっ
て当地域の土地開発が本格的に開始された事実が判明
した。	 　　　　　　　　　　　（池尻伸吾）

位置図

T2d区完掘状況

SK2 遺物出土状況

T2e区完掘状況
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位置図

4.朝
あさ

倉
くら

南
みなみ

 今
いま

若
わか

遺跡
1 　所  在 	地　　今治市朝倉南丙他
2 　所属時期　　弥生〜中近世
3 　調査期間　　平成22（2010）年 4月13日
       	〜平成23（2011）年 3月25日
4 　調査面積　　29,604㎡
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　深川範人
　　　　　　　　米子英輔　柴田圭子　松井菜穂子
　　　　　　　　神原郁美
7 　調査概要
　本遺跡の位置する朝倉南地区は、頓田川の上流部に位
置しており、朝倉南今若遺跡は南東に広がる丘陵部西側
傾斜面及び頓田川の支流である黒岩川によって形成され
た扇状地上に立地する。頓田川周辺には平形銅剣の埋蔵
遺構が発見された朝倉下経田遺跡や弥生時代後期〜終末
期の竪穴建物15棟と多数の遺物が確認された朝倉南甲遺
跡などが存在している。また今若遺跡の南西200mに存
在する野々瀬Ⅳ遺跡からは多数の弥生土器と共に湯口の
残る内行花文鏡の廃棄跡も検出されており、青銅の鋳造
が行われていた可能性が指摘されている。
　今若遺跡は平成21年度から調査を開始しており、1区・
2区・4区の調査が終了している。今年度は、昨年度に
引き続き 3・5〜10区の調査を行った。調査区によって
立地環境が異なり、 5区は丘陵部の傾斜面、道路を挟ん
だ南東側の 3・8・9 区は黒岩川右岸に近接する位置に
あり、北西側 6・7・10区は北東から張り出した丘陵裾
から黒岩川右岸へ向かって下る緩傾斜地に立地している。
　今年度はすべての調査区において、上下 2面の調査を
行った。調査の結果、 6区・7区は上下 2面の遺構を確
認しているが、 3・5・8 〜10区においては、上面での
遺構が確認出来ず、下面のみの遺構検出となった。ま
た、10区においては下面の下に包含層が確認でき、 3面
目の遺構が存在する可能性を残している。
　今若遺跡南東端の 5区及び 8区は黒岩川の氾濫源にあ
り、 5区においては調査区の南側に丘陵裾を取り巻く
ように、長さ50m、幅10mに渡り、旧河道SR 1 を検出し
た。これは先年度調査を行った 4区で検出した旧河道に
つながるものと考えられ、 4区においても南東方向から
大きく蛇行して流れていたが、 5区の丘陵下においても
南東から北西に流れを変え、丘陵の裾を大きくカーブを
描いて流れていたと考えられる。旧河道からは、土器溜
まりが確認されており、弥生時代後期の土器片や平安時
代（ 9〜10世紀）の須恵器がまとまって検出されている。

3 区　掘立柱建物

5 区　SR 1

5 区　土器溜まり
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しかし旧河道の北西に広がる丘陵部からは、遺構は検出
されなかった。
　南西側の 3区・8区・9区では古代の集落と古墳時代
前期の竪穴建物を確認した。古代の遺構は掘立柱建物15
棟、溝17条、流路 1条、柱穴である。掘立柱建物は 3間
× 2間あるいは 2間× 2間のものが大半を占めている
が、 4間× 2間や 2間× 1間のものも存在している。ま
た、建物主軸も北東−南西、北西−南東と一定しておら
ず、建物自体も 1棟ずつ分散して建っている。溝は大
凡、南東から北西に走っているが、南北に走るものも数
条認められる。
　 8区北東側の南端では方形の竪穴建物が 1棟検出して
いる。竪穴建物は上層が削平され出土遺物も少なく、時
期認定は困難であるが、カマドや須恵器の存在が確認さ
れていないことから、古墳時代中期前半までのものと考
えられる。
　 6区は昨年調査をした 2区の北西に続く調査区で、 2
区で検出した遺構の延長部分も多く確認されている。上
面で中近世の遺構、下面で弥生時代後期〜古墳時代中期
の遺構を確認した。
　中近世の遺構は、掘立柱建物 4棟、土坑 3基、溝 2条
である。掘立柱建物は 4間× 1間あるいは 3間× 1間の
もので構成され、先述した古代の掘立柱建物よりも桁行
が長く、柱穴自体も小さい。建物主軸は北西-南東方向
が多い。
　弥生時代後期から古墳時代中期の遺構は竪穴建物 8
棟、土坑 4基、溝11条、柱穴である。
　SI 7 は調査区北東側で検出した竪穴建物である。検出
範囲は住居の1/2程度で、遺存部から判断すると平面形
は円形で、規模は直径8.4mと大型である。深さは約26
㎝で比較的によく残存している。建物の壁面に沿って周
壁溝が巡り、床面は地山を掘り残す事によって 5〜 6㎝
の段をつけたベッド状遺構で、壁面に沿って0.3〜0.7m
程度の外区を設けている。床面には貼床を施し、内区と
外区の境にも周溝が巡る。床面には 9本の柱穴を確認し
ており、中央には中央土坑が認められる。中央土坑の埋
土からは炭粒や焼土を確認しており、炉跡であった可能
性が指摘できる。出土土器から弥生時代後期と考えられ
る。
　SI 2 は調査区北西側で検出した竪穴建物である。平面
形は方形で、規模は6.3m×5.4mである。建物の床面は
ほぼ水平で、 4本の主柱穴が検出できた。SI 2 の壁際に
は検出当初より幅約 1 mの範囲で、建物の埋土とは違う
にぶい黄褐色粘質土が確認できた。この部分が建物のど
のような施設であるか確認するため、建物の中央断面ト
レンチを丁寧に精査した結果、盛土によって構築された
ベッド状遺構であることがわかった。その盛土部分を掘

6 区 2 面　SI2（ベッド状遺構）

6 区 2 面　SI2 完掘

6 区 2 面　SI 5 遺物出土状況

6 区 2 面　SI7

6 区 1 面　完掘状況
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6 区延長部　SI 2

削すると、下から住居壁沿いに壁体溝を検出した。建物
内部からは炉・カマドは確認出来なかった。時期は出土
遺物から古墳時代前から中期と考える。
　SI 5 は調査区北東側で検出した竪穴建物である。SI 7
を切っており、平面形は方形で、規模は5.0m×3.8mで
ある。建物の南東隅は床面を掘り残し、約 1 mの範囲で
ベッド状遺構を設けている。その南東隅と北西隅のみ、
周壁溝が巡る。主柱穴は 2本検出できたが、炉・カマド
は確認出来なかった。床面直上には完形に近い壺・甕の
ほか小型丸底壺や高杯が多数残っており、また土器と共
に小型の勾玉が出土している。これら建物内に残された
土器は、自然に堆積したと考えるより、建物の廃絶祭祀
等の人為的に残されたものと考えることができる。
時期は出土遺物から古墳時代中期前半と考える。
　溝は先年度調査を行った 2区の南東から北西に走る溝
の延長が確認されている。そのほか、それらの溝に切ら
れ、北東から南西に向かって走るものも検出されてい
る。溝からの出土遺物は少ないが、溝の上層埋土から須
恵器は提瓶が出土している。
　今回 6区の調査終了後 2区との境の畦道の調査を行っ
た。その結果、上層では撹乱がひどく、遺構が確認出来
なかったが、下層において 2区で確認されていた竪穴建
物の延長部を検出することができた。竪穴建物の平面形
は円形で、床面は地山を掘り残す事によって構築された
ベッド状遺構を設けている。床面付近では放射状に広が
る炭化材や焼土を確認しており、焼失建物と考えられ
る。またベット状遺構より蛇文岩製の勾玉が出土してい
る。
　今年度の調査成果としては、去年に引き続き中近世及
び弥生時代後期から古墳時代前半期の集落の様相が明ら
かになった。また南西部においては古墳時代終末期から
古代の集落が確認されている。古代の集落は今若遺跡の
南東側に広がっており、南東側からは北西方向に広がる
中近世や弥生時代後期から古墳時代前半期の遺構はほと
んど確認できない。
　今後調査区は再び、北西方向に延びる。今後の調査に
おいて、今若遺跡の中近世及び弥生時代後期から古墳時
代前半期の集落の広がりを明らかにしていくと共に、朝
倉南地区の近世からの弥生時代後期までの各時代の集落
の変遷をまとめ、頓田川周辺に存在する各時期の遺跡と
の関係も検討しつつ、今治平野における朝倉南今若遺跡
の位置付けを考えていきたい。	 　　　（西川真美）

6 区延長部　SI 2（勾玉出土状況）

9 区　掘立柱建物

6 区 2 面　完掘状況

8 区遺物取り上げ
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5.鳥
とり

越
ごえ

1 号墳・今
いま

若
わか

遺跡5-3区の調査
1 　所　在　地　　今治市朝倉南丙他

2 　所属時期　　古墳時代後期

3 　調査期間　　平成22（2010）年 4月13日

　　　　　　　　　　〜平成23年（2011）年 3月25日

4 　調査面積　　176㎡

5 　調査原因　　一般国道196号今治道路建設

6 　担　当　者　　米子英輔　柴田圭子　松井菜穂子

7 　調査概要
　鳥越 1号墳は、世田山の北西に延びる尾根から、南
に向かって下がった丘陵先端に立地する。標高は76.9m
で、墳丘が良好に残存する円墳である。内部主体の露出
が認められなかったため、まずトレンチ調査を行い、現
況の墳頂から1.2m下に石室の一部、墳丘の南西斜面に
閉塞部の土層を確認し、横穴式石室と判断して調査を実
施した。
　鳥越 1号墳の規模は、直径が主軸方向に約12.0m、
それと直交する方向に約12.5m、残存高2.9mであっ
た。墳端は南西から北西方向が下がり、尾根方向であ
る北東と南東は高く、標高では 1 m以上の差が認められ
る。内部主体は横穴式石室で、方位はN-47°-Eである。
規模は、奥行き約3.2m、奥壁幅約1.7m、奥壁高さ約
1.7m、玄門部高さ約1.5m、玄門幅約1.3mである。明
確な羨道は無く、玄門から墓道にむかって約0.7mの石
積みが認められ、墓道につながっている。石室の掘り方
は幅約3.1mで、地山からの深さが約1.6mと深く、石材
の多くは掘り方内に積まれていた。墓道は、墳丘中腹に
掘削され、石室床面とは約0.5mの段差が生じている。
　被葬者は、西側の側壁近くに頭部が認められたが、遺
存状態は悪く、人骨の取り上げは一部に留まった。鑑定
により、成人と幼児の 2体が埋葬されていたことが判明
している。床面の中央軸には 2箇所に長軸30㎝程度の礫
が置かれ、その北側に接して短頸壺が配置されている。
礫は棺台の可能性が考えられ、元来被葬者は中央に安置
されたとみられる。
　副葬品は、須恵器の杯身 7、杯蓋 3、短頸壺 8、壺蓋
1、広口壺 1、提瓶 1があり、鉄器では鎌 2、刀子 2、
鋤先 1、鉄鏃14本以上がある。また、玉類として、碧玉
製管玉 4、緑色凝灰岩製管玉 2、水晶製切子玉 1、ガラ
ス製丸玉 4、土玉 1、ガラス製小玉20があり、そのほか
耳環が破片で 6点出土している。須恵器は短頸壺や広口
壺が奥壁と東側壁に沿って置かれ、玄門側に置かれたも
のは、西側壁寄りと、東側の 2群に分かれている。西側
壁寄りの一群は、須恵器杯・杯蓋と短頸壺、鉄鎌がまと

調査前の鳥越 1 号墳

閉塞石の検出状況

天井石と版築状盛土

位置図
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められており、須恵器杯・杯蓋はTK10型式である。東
側の一群はTK209型式であり、時期差が認められる。
また、墓道の閉塞土や墳端部、墳丘盛土からTK10型式
の須恵器杯が出土しており、鳥越 1号墳の築造は 6世紀
中頃と考えられ、 7世紀初頭まで使用されたと考えられ
る。
　築造時期である 6世紀中頃は、伊予における横穴式石
室の導入期ととらえられ、鳥越 1号墳の形態的特徴であ
る、明確な羨道が認められないことや、墓道と石室床面
の段差などは、導入期の横穴式石室の特徴と一致する。
その形態的特徴は、調査の結果、古墳築造の過程と密接
に関わっていることが明らかとなったため、築造過程を
簡単にまとめておく。

①石室築造のための掘り方と墓道を掘削する。
②掘り方内に腰石（奥壁 3個、側壁 5個ずつ）を設置する。
③玄門側に立柱を立て、間には石を並べる。
④腰石の裏側に土を詰め、立柱の根本は石で固定する。
⑤腰石の上に石を積みながら、裏側には版築状に土を詰
める。上部の石は小口積みで、持ち送りにする。立柱
の外側にも石を積み墓道につなげる。
⑥立柱の上にも石を積み、まぐさ石を掛け、その上にも
石を積む。
⑦版築状に盛土を行いながら、天井まで石を積む。
⑧天井石を掛け、版築状に盛土して墳丘を整える。
⑨埋葬を行い、玄門を石で閉塞し、墓道を版築状に埋め
る。

　今回の調査によって明らかになったことは多いが、被
葬者像を特定するためには、周辺遺跡との比較、近隣に
所在する野々瀬古墳群との関連、あるいは集落との関係
性など課題は多く、報告書に向けて検討していくことと
したい。
　鳥越 1号墳の立地する丘陵の南側斜面では、弥生時代
中期末から後期の段上遺構などが検出され、朝倉南今若
遺跡 5 - 3 区として調査を実施した。
　段上遺構SX 2 は、斜面を半円状にカットし、周溝や
柱穴が認められたため、上屋を有する建物である可能
性が高い。検出できた規模は、幅約7.3m、長さ約2.8m
である。周溝は長さ5.1mを検出し、最大幅が0.7mであ
る。柱穴は 5基検出し、配列は不規則である。遺物は、
弥生土器甕、壺、太形蛤場石斧が周溝付近を中心に出土
している。
　そのほかの遺構では、鳥越 1号墳東側墳端直下から、
溝状の落ち込みであるSX 1 を検出した。この遺構も段
上遺構の一部である可能性も考えられる。
　今治市朝倉地区では、同時期の遺跡として朝倉下	経

副葬品出土状況（奥壁側）

石室掘り方検出状況

石室と墓道の検出

石室掘り方土層断面

副葬品出土状況（玄門側）
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田遺跡などの集落が平野部で大規模に展開しており、平
形銅剣の出土など近隣他地域と比較して傑出した様相が
認められる。ただし、丘陵部については本遺跡の調査が
初例であり、今後はそれも視野に入れた検討が課題と
なった。	 （柴田圭子）

石室腰石の検出状況

SX2 完掘状況

石斧出土状況

SX2 遺物出土状況
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位置図

6.石
いし

手
て

村
むら

前
まえ

遺跡 3 次
1 　所　在　地　　松山市石手五丁目

2 　所属時期　　古代〜中世

3 　調査期間　　平成22（2010）年 4月12日

 　　 　　〜平成22（2010）年 6月25日

4 　調査面積　　360㎡

5 　調査原因　　県道六軒家石手線改良工事

6 　担　当　者　　池尻伸吾　大岸丈洋

7 　調査概要
　石手村前遺跡は石手川扇状地の扇頂部付近に位置して
おり、岩堰で石手川から分流し城北地区を流下する宮前
川の右岸に位置する。また遺跡北側には高縄山系の山地
が広がり、その南麓には石手寺が存在する。
　今回調査を実施した 3次調査区は、六軒家石手線の南
側に位置し、平成20・21年度に実施された石手村前遺跡
1次調査区および 2次調査区の中間にあたる。調査区は
東西約49m、最大幅約 5 mの帯状を呈する。
　調査区の周辺には石手寺・湯築城跡・内代廃寺などの
著名な旧跡が数多く認められるが、これまでに実施され
た発掘調査例も数少なく、同時代の周辺域の様相につい
ては不明瞭な点が多くみられた。そういった意味で、こ
れまで 3次に渡って実施された石手村前遺跡の調査成果
は当地域の古代〜中世の様相を復元する上で有効な資料
といえる。
　今回の調査区では、 1・2次調査同様、古代〜中世の
遺構・遺物が確認された。古代以前については、古代末
頃の堆積層の下位に細砂・粗砂・礫層から構成される流
路堆積物が地表面下約 3 m程度まで堆積している様子を
確認している。したがって、本調査区周辺域において比
較的安定的な土壌が形成されるのは古代末以降であり、
それ以前は氾濫原であったことが想定される。
　本調査区において遺跡の形成が開始するのは14世紀代
と考えられ、おおむね 2面の遺構検出面が確認された。
時期的には下層遺構面が13世紀〜14世紀、上面遺構面が
16世紀頃のもので、検出遺構は竪穴状遺構 1基・土坑15
基・溝 1条・自然流路・柱穴等である。
　下層遺構面では、竪穴状遺構・土坑・柱穴などが確認
された。遺構の分布は自然流路の認められないJ 2 区以
西に集中し、J 1 区以東には遺構が認められないが、同
様の分布傾向は同時期の遺構が確認された 2次調査区
（L-N区）においても確認できる。また、同時期の自然流
路は 1次調査区西端でも確認されており、当地域の地勢
は旧宮前川（およびその支流）が縦横に走る湿潤な環境と
河道から離水した微高地から構成されていたことがわか

Ｉ区下層完掘状況

J 1 区上層完掘状況

J 1 区下層完掘状況
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る。そして、14世紀以降、湯築城へ拠点を移した河野氏
の庇護のもと、離水した微高地を中心に石手寺周辺の開
発が進展したものと考えられる。
　16世紀段階に比定される上層遺構面では、土坑・溝・
柱穴等が確認された。遺構の分布は全体に散漫で、調査
区東端に位置するL区では後世の攪乱でその多くが乱さ
れていたが、遺構の形成が16世紀段階まで断続的に行わ
れたことが明らかとなった。本調査区における遺構の形
成はこの段階で収束を迎え、以後は耕作地として利用さ
れたことが断面観察の結果明らかとなっている。
　出土遺物には土師器杯皿類や土釜等の日常雑器のほ
か、貼花双魚文をもつ龍泉窯系の青白磁皿等の稀少な陶
磁器類も出土している。
　石手寺は最盛期である平安時代〜室町時代にかけて、
七堂伽藍六十六僧坊を持つ大寺院であったことが知られ
ている。それらの施設の大半は永禄 9（1566）年の戦災に
より消失したが、江戸時代に描かれた石手寺往古図に
は、石手寺裏山の山麓に沿って僧坊が広がる様子や参道
の南北に立ち並んだ数多くの屋敷地が描かれている。調
査区が狭小なこともあり、今回検出した遺構から往古図
に対比できるような建物跡や屋敷地を復元することは難
しいが、時期的には河野氏が風早郡河野郷から湯築城へ
拠点を移した時期に符合する。元来、湯築城の大手門は
城の東側であったとされ、本遺跡は湯築城や石手寺、さ
らには高縄山中の横山城から河野郷を結ぶ交通の要所に
位置しており、本遺跡が河野氏の動向と関わりを持つこ
とは十分に考えられる。
　今後は出土遺物・遺構の詳細な検討を行うとともに、
石手村前遺跡の既往調査や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）

J 2 区下層完掘状況

SK26遺物出土状況

L区上層完掘状況
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位置図

柱穴（SP181）から出土した石と土師器杯

完掘状況

7.道
どう

後
ご

今
いま

市
いち

遺跡15次調査
1 　所　在　地　　松山市道後北代

2 　所属時期　　中世

3 　調査期間　　平成22（2010）年 7月21日

　　　　　　　〜平成22（2010）年 8月31日

4 　調査面積　　128㎡

5 　調査原因　　県道松山北条線改良工事

6 　担　当　者　　眞鍋昭文　土井光一郎

7 　調査概要
　本遺跡は、県内有数の遺跡の密集地であり、特に弥生
時代には、松山平野における中心地と目される道後城北
地区に所在する。また、中世においても道後町遺跡で守
護館と推測される一町四方の方形館が検出されたり、室
町時代以降には河野氏の居城である道後湯築城が築かれ
るなど、道後城北地区は松山平野のみならず、伊予国に
おける政治・経済の中枢であった。
　今回の調査で検出した遺構は、土坑 4基・溝 2条・柱
穴49および鋤溝で、いずれも中世のものである。出土し
た遺物も土師器・土師質土器など中世のものが大半であ
るが、中世面の下に存在する旧河道の埋積土中からは古
墳時代の遺物も出土している。
　検出した遺構の年代は13から15世紀にかけてのもので
あるが、柱穴や土坑などの遺構と鋤溝との前後関係よ
り、この付近が集落のあと畑となり、さらに再び集落へ
と変遷し、近世以降は近代にいたるまで水田として利用
されていたことが明らかとなった。
　刻々と変化してゆく村落景観は、地形環境の変化と密
接に関係するものであり、同時に、その地域における政
治情勢をとも深く連関していると考えられる。
　今回はごく限られた狭い範囲での調査であり、出土し
た遺構・遺物も限定的ではあるが、今回の調査を含め昨
年度実施した一連の調査から復元し得る微地形や遺構の
変遷は、当地域の歴史復元に重要な情報を提供するもの
と考えられる。	 	 （眞鍋昭文）
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8.北
きた

井
い

門
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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・弥生時代・近世

3 　調査期間　　平成22（2010）年 6月 1日

　　　　　　　　　　〜平成22（2010）年 8月31日

4 　調査面積　　 1 ,086㎡

5 　調査原因　　松山外環状線建設

6 　担 当 者　　多田　仁　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形成された微高地が点
在している。ここでは平成20年度から調査が行われてお
り、縄文時代後期・晩期、弥生時代後期、近世の各種遺
構・遺物が確認されている。
　まず縄文時代後期の遺物については、これまでに行わ
れた調査と同様に、縄文時代〜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。遺物組成について
も同様に、縄文土器やサヌカイト製の剥片石器等で、約
450点が出土している。先行調査において堆積環境を検
討した結果、これら遺物の出土層は洪水起源によると示
唆されており、これら遺物についても二次的に埋没した
可能性は高いであろう。
　縄文時代晩期の遺構については、先行調査でも確認さ
れた土器棺墓が 2基検出されている（ 5区SK-44・49）。
これらは土坑内に縄文土器の深鉢を正位置に埋納したも
ので、このうち 1基には底部に焼成後穿孔が確認でき
た。この土器棺墓等が確認された調査区に隣接する先行
調査区でも、既に 8基の土器棺墓が確認されており、今
次調査で検出されたものはこれら分布域と符合するもの
である。また、同時期の遺物を含む土坑も確認されてお
り、この区域には当該期の遺構が集中的に分布するとい
えよう。
　先行調査で弥生時代前期の溝が確認された付近の調査
区では、この溝の西側延長部が確認できている。溝の下
部からは壷、甕等の弥生土器や、石斧の未成品、安山岩
製スクレイパーなどが出土しており先行調査と同じ成果
であった。
　各調査区では近世の柱穴も確認されており、これらに
は先行調査で確認された掘立柱建物に帰属するものも存
在していた。所属時期を判断するための良好な検出状況
には恵まれていないが、今後の類例調査によってその詳
細を明らかにしていきたい。	 （多田　仁）

位置図

縄文時代後期の遺物出土状況（ 5 区：北より）

縄文時代晩期の土器棺墓（ 5 区）

弥生時代前期の溝（ 3 区：西より）
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9.北
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井
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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・弥生時代

3 　調査期間　　平成22（2010）年 4月12日

　　　　　　　　　　〜平成23（2011）年 1月31日

4 　調査面積　　 4 ,250㎡

5 　調査原因　　県道久米垣生線建設工事

6 　担 当 者　　眞鍋昭文　土井光一郎　大内博志

　　　　　 　大野由美子　石田義広　中平秀仁

7 　調査概要
　本遺跡は、松山平野南部、重信川とその支流である内
川の合流点付近に位置する。遺跡は主として内川が運搬
した細粒堆積物によって、重信川低位段丘面上に形成さ
れた低い台地状を呈する微高地に立地する。
　 3次調査区の東隣に、弥生時代から古墳時代にかけて
の巨大集落である北井門遺跡（ 1次調査）が存在するのを
はじめとして、周囲半径 2㎞圏内には北井門Ⅰ遺跡・北
井門Ⅱ遺跡・西石井遺跡・古川遺跡・石井幼稚園遺跡・
東石井遺跡・石井東小学校構内遺跡・南中学校遺跡な
ど、最近になって多数の遺跡が発見され、北井門遺跡を
含む「石井・浮穴遺跡群」は衆目を集めるところとなっ
ている。
　県道久米垣生線建設を原因とする調査としては、平
成20年度より開始し今年度で 3ヵ年目となる。今年度調
査を実施したのは11A区・11B区・15C区・16A区・16B
区・16C区・16D区・16E区・18区の 9 調査区について
である。
　調査の結果、竪穴建物 3棟・土坑 6基・溝 5条・埋没
谷 2・柱穴128を検出した。検出した遺構の大半は縄文
時代から弥生時代にかけての所産である。
　基本層序は 5層に大別できる。Ｉ層は現代の水田土壌
である。Ⅱ層は弥生時代から古墳時代にかけての遺物包
含層であるが、削平を受けて部分的に残存するのみであ
る。今回の調査区では埋没谷が存在していて地形的に低
い16D区・16E区および11A区・15C区の一部で確認され
たに過ぎない。Ⅲ層は縄文時代晩期から弥生時代前期に
かけての遺物包含層である。土壌化して黒褐色を帯びる
シルト層で、微高地の縁辺部に位置し内川へ向かって傾
斜する18区の西半部にのみ遺存していた。Ⅳ層は黄褐色

位置図

調査区位置図

18 区

16A区

16A区

16B区

16C区

16D区

16E区

15A区

15B区

15C区

15D区

15E区

11A区

11B区

今年度調査区
過年度調査済

50m0

1    :    2,000
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を呈するシルト・細砂層などの細粒堆積物で構成される
が、相対的に下位ほど粒径が大きくなる。縄文時代後晩
期の遺物包含層である。Ⅳ層上部もほとんどの場所で削
平を受けており、現存するⅣ層上面が縄文時代後期末か
ら中世にかけての遺構検出面となっている。Ⅳ層中の遺
物の垂直分布は上位に集中するものの、それ以下はまば
らでありピークは認められない。上面より1.5m程度の
下層からの出土もあり、かつ、相互の時間差は堆積土の
層厚から受ける印象ほどの隔たりは認められない。した
がって、Ⅳ層の堆積は従前に想定していたほど緩やかな
ものではなく、比較的短時間のうちに運搬され堆積した
ものと考えられる。Ⅴ層は粒径の異なる砂層および 5〜
10cm前後の円礫と粗砂よりなる無機質な無遺物層で、
上部礫層と考えられる。地表面からの深さは調査箇所に
より80cm〜280cmと起伏に富む。
　縄文時代晩期の主要な遺構は竪穴建物 1棟（SI 2 ）・土
坑 3基（SK52・54・55）である。
　SI 2 は18区で検出した。平成20年度調査において 2区
で検出した同遺構の南側部分に当たる。平面形は長径
5.7m前後の歪な楕円形を呈する。壁面はなだらかに掘
り込まれ、床面は多少の凹凸が認められるものの、ほぼ
平坦である。埋土中より縄文土器・石器・石製品が多数
出土したが、大半は廃絶後の流入土中からの出土で、こ
れらの遺物は本来的には本遺構と関係しない遺物である
可能性が高い。
　SK52は11A区で検出した。平面形は東西に長い楕円
形を呈する。坑内より縄文土器深鉢上半部の破片が出土
した。SK55は16E区で検出した。掘方の平面形は円形を
呈する。壁面はほぼ垂直に掘り込まれ、坑底は丸く窪
む。掘方内に底部を打欠した縄文土器深鉢を埋置した埋
甕遺構である。
　弥生時代後期の主要な遺構は竪穴建物 2棟（SI 1 ・
SI10）・溝 3条（SD 6 ・SR 1 ・SR 2 ）である。
　SI 1 は18区で検出した。平成20年度調査において 2区
で検出した同遺構の南側部分に当たる。平面形は一辺
5.0m前後の隅丸方形を呈する。壁面は急勾配に掘り込
まれ、壁際に周壁溝を巡らせる。床面には貼床を施す。
床面からは主柱穴SP707・708を検出した。床面直上か
ら弥生土器・石製品が出土している。
　SI10は11A区で検出した。平面形は一辺4.8m前後の隅
丸方形を呈する。壁面は急勾配に掘り込まれ、壁際に 16E区SK55 埋甕出土状況

18区SI1 完掘状況

18区SI2 遺物出土状況

11A区SK52 遺物出土状況
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周壁溝を巡らせる。建物の中心で炉跡と考えられる中
央土坑（SK56）と、その南に隣接する不整形な掘り込み
（SX 4 ）を検出し、SK56の東西で柱穴 2（SP677・SP679）
を検出した。この柱穴は中央土坑の付帯構造物と考えら
れるが、柱穴からは建物の床面上に炭化した柱材が立っ
たまま遺存していた。建物の床面直上からは多量の炭化
物や炭化部材が出土した。炭化した部材のうち主柱と考
えられる木材が四方向から建物の中心へ向かって倒れ込
むように出土している。建物が火災で焼失したのは明白
であるが、火災の原因については詳細な検討が必要であ
る。SX 4 は著しい被熱痕跡が認められる。埋土は 2層
に分層できるが、下層は多量の炭化物が混じって極度
に固結しており、人為的に構築された壁体の可能性が
高い。除去後の坑底には土器が敷き詰められていた。
SX 4 が火を用いた施設であることは明らかであるが、
現段階ではその具体的な機能や用途は不明である。
　SD 6 は11B区で検出した。縄文時代晩期から古代にか
けて埋没した谷地形（SR 4 ）の左岸側に掘り込まれた溝
で、昨年度の 2次調査で検出されたもの（ 2次調査 5区
SR- 1 ）の下流側（A地点）および上流側（B地点）の延長部
分に当たる。幅2.2m、深さ58.0〜86.0cmを測る。検出面
での標高は上流端が22.0m、下流端で21.4mである。溝
の東端は長径3.2m、短径2.7mの楕円形の小さな池状を
呈する窪地となっていて、溝はこの窪地に発する。溝の
埋土中からは夥しい量の弥生土器・石器が出土した。溝
への大量廃棄と考えられる。
　 3次調査で発見された縄文時代の竪穴建物は県内にお
いて僅少例であり、発見自体が非常に重要な成果であ
る。また包含層（Ⅳ・Ⅴ層）出土遺物を含む縄文時代後晩
期の土器は、全形を復元できる個体が多数あり、当該地
域における型式編年の基準資料となる可能性を秘めてい
る。また、 2次調査の成果も含めて比較的広範に埋甕や
竪穴建物など遺構相互の位置関係が特定されたことか
ら、集落の空間構造を解明可能な資料を得たことは、愛
媛県における縄文時代研究において画期的な成果と評価
することができる。
　SD 6 に見られるような弥生時代後期溝からの遺物の
多量出土は、北井門遺跡に限ってもSD 6 以外に、 1次
調査 7区SD09、 2 次調査 1区SD 1 や 3 次調査 1区SD 3
などで同様な現象が認められる。また、近在の北井門I
遺跡や西石井遺跡でも検出されており、松山平野南部地

11A区SI10−炉跡（SK56）

11A区SI10−SX 4

11A区 SD 6  A地点

11A区SI10炭化部材出土状況
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域においては比較的多く見受けられるものである。た
だ、大量出土という点においては共通するものの、廃棄
行為の結果としての事例が存在する一方で、祭祀行為と
して埋置されたと考えられるケースもあり、必ずしも目
的を同じくするわけではないと考えられる。個別事例の
詳細な分析と相対的な検討が不可欠であり、その上で周
辺地域との比較において、その特質と背景を明らかにし
てゆく必要がある。	 　（眞鍋昭文）

50cm0

1    :    40

11A区 SD 6  B地点遺物出土状況

11A区 SD 6  B地点

11A区 SD 6  B地点

11A区 SD 6  B地点

11A区 SD 6  B地点
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10.北
きた

井
い

門
ど

遺跡 4 次調査
1 　所 在 地　　松山市北井門町 2丁目

2 　所属時期　　縄文時代・近世

3 　調査期間　　平成22（2010）年 8月17日〜 9月13日

　　平成22（2010）年12月13日〜平成23（2011）1 月14日

4 　調査面積　　235.5㎡

5 　調査原因　　四国縦貫自動車道松山IC関連工事

6 　担 当 者　　柴田昌児　多田　仁　松本美香

7 　調査概要
　北井門遺跡 4次調査は松山平野の中央部、石手川支流
の小野川と、重信川支流の内川に挟まれた沖積低地に所
在しており、石井･浮穴遺跡群に含まれ、古墳時代初頭
前後の大型拠点集落である北井門遺跡の一画を構成して
いる。
　調査区は 1〜 4区に分けられ、それぞれが20〜30ｍほ
ど離れた位置関係にあった。その位置的関係は、調査ご
とに異なった状況を検出することになった。
　下層包含層として捉えた縄文時代後期の遺物を含む堆
積層は、1 ･ 2 区では検出されず、3 ･ 4 区で検出された。
さらに下層包含層も各調査区で様相が異なり、北側に位
置した 3区では微細片のみで出土量も希薄であった。一
方、 4区では比較的まとまって縄文土器が出土し、接合
資料も認められた。
　さらに 4区の出土状況を見ると遺構面形成層である
4 a層とその下位の 4 b	層からは縄文土器片が出土して
おり、両層から出土した遺物は接合するものがあった。
このことから同一環境下での堆積層であったと考えられ
る。この遺物分布状況をみると散在しているが、南側に
やや多くなる傾向がある。そして実測可能遺物の接合相
関関係が南側に偏っていることも指摘できる。また東西
方向のエレベーションでは東が高く、西が低い状況が読
み取ることができる。
　このことから、調査区南東側の微高地から流れ込んだ
遺物であると推定できる。また遺物の摩耗が少ないこと
から近接した箇所に縄文土器を排出する生活集団が存在
していた可能性が指摘できる。
　現在整理中の北井門遺跡 2・3次調査では縄文時代後
期の竪穴建物や埋め甕が検出されており、近接の井門Ⅱ
遺跡でも同時代の遺物が多く検出されていることから、
周辺の微高地に生活領域を形成した後期縄文時代の集団
が定住していた可能性が考えられ、本調査で検出された
遺物はそうした集団活動の一画を表すものとして評価で
きる。
　すべての調査区で包含層もしくは遺構内から18世紀以

位置図
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1 区上層遺構完掘状況
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降の遺物が検出された。 2区を除く各調査区では旧耕作
土層あるいは旧床土層直下で柱穴状遺構をはじめ、掘立
柱建物や柵列･溝が検出された。これらは近世後半から
近代にかけての遺構と考えられる。 1区で検出された
SB01やSA01、また 3 区で検出されたSA01やSD01は南
北もしくは東西の正方位を指向しており、遺構構築にあ
る一定の規則性が認められる。これは遺構埋没後の水田
経営にも引き継がれ、水田区画や水路などが同一方向を
指向しており、興味深い現象である。
　 1〜 3区では遺構面形成層・下層包含層の下位部を深
掘りトレンチで調査し、互層堆積の砂層や礫層を検出し
ている。こうした状況は流水作用が著しい河成堆積環境
を示しており、流水と滞水が不安定な状態で続いていた
ことを示している。縄文時代後期の堆積が始まる以前は
河川の影響を受けていた不安定な地域であったと考えら
れる。
　以上の調査成果から、沖積作用の初期段階、本調査区
周辺は流水作用が著しい不安定な河成堆積が続き、縄文
時代後期ころ河成堆積作用は終了し、シルト質の堆積層
で構成された微高地化が進み、縄文時代後期後半ころに
は生活空間として機能するまでに至る。本調査区ではイ
ンターバルがあるものの近世後半期には柱穴状遺構など
が構築され、その後、引き続いて水田化が始まり、現在
に至るものと考えられる。
　このように断絶性を具備した遺跡の動態ではあるもの
の、北井門遺跡全体を俯瞰した時、既存の調査成果だけ
でも縄文時代後期から晩期、弥生時代前期前半、後期後
半から古墳時代前期、そして古墳時代中期末から後期、
さらに中世から近世へと集落履歴を確認することができ
る。つまり石井･浮穴遺跡群に属する北井門遺跡は、断
続的ではあるけれども絶え間ない人間活動が営まれてい
たと考えられるのである。	 （柴田昌児）

1 区下層確認深掘りトレンチ
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SD1
通路状平坦面
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…… 崩落箇所確認ライン

中央平坦部
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11.板
いた

島
じま

城
じょう

跡 2 次調査
1 　所  在 	地　　宇和島市和霊町
2 　所属時期　　中世
3 　調査期間　　平成22（2010）年 8月23日
　　　　 　〜平成22（2010）年10月29日
4 　調査面積　　709㎡
5 　調査原因　　一般国道56号和霊歩道建
6 　担  当 	者　　中野良一
7 　調査概要
　板島城跡は高串川と須賀川の合流地点西側の丘陵頂部
（標高65ｍ）に位置する。前年度にⅥ曲輪の一部とⅩ曲
輪、さらにⅢ・Ⅸ曲輪に連続する斜面上位の調査を実施
し、ピットや竪堀状遺構・通路状平坦面などの遺構を検
出した。今年度の調査区はさらに下位の斜面部にあた
り、部分的に地山岩盤層（砂岩・礫岩）が露出している箇
所も含まれる。
　調査は地山の削岩や斜面の掘削工事に立ち会う形で実
施した。上の曲輪から流出したと考えられる土師器皿・
杯や備前焼甕・擂鉢、中国陶磁器などが出土した。出土
遺物は前年度の調査で出土した遺物の時代と同様であっ
たことから、この城が最も機能していた時期は14世紀後
半〜15世紀と考えられる。遺構については、斜面部にみ
られる「U」字状の崩落箇所の一つが前年度に検出され
た竪堀状遺構の延伸方向とほぼ一致していることや、そ
れぞれ20m弱の間隔でみられることから、防御施設とし
て掘られた竪堀に雨水などが流入したことによって地山
浸食が進み、崩落範囲が広がったのではないかと推察す
ることができる。これらが竪堀であると断定できるな
ら、15世紀代に竪堀をもつ城構造に対しては、西土佐の
一条氏の城造りの影響も考慮する必要が生じることとな
る。	 　　　　　　　　　　　　　　	（中野良一）

位置図

調査区遠景（中央部・崩落箇所A）

0 5cm

1    :    3

白磁碗（ビロースクタイプ）
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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162集から第166集までの計 5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。

「板島城跡」
　宇和島市和霊町に所在する板島城跡の報告書である。調査は曲輪の一部と下位の斜面部を中心と
して実施された。遺構は斜面部に竪堀とみられる溝状遺構や通路と考えられる平坦面、曲輪からは
ピットなどが検出された。遺物は14世紀〜15世紀代のものが大半で、陶磁器の中には県内でも出土
事例の少ない、ビロースクタイプのものもある。また、中世以外では縄文時代早期の塞ノ神式に比
定できるものや、西南四国型の弥生土器などもある。	 　　　　　　　　　（中野良一）
　

「岩倉城跡 1・3 次」
　宇和島市三間町成家・曽根に所在する岩倉城跡の 1・ 3次調査の報告書である。本曲輪（第 1郭）
から南東方向に連なって展開した曲輪の調査で、15〜16世紀および近世の遺構・遺物を確認した。
比較的広大な曲輪に多数の柱穴が確認されたが、遺構内からの出土遺物が少ないことや類似した埋
土から各柱穴の時期認定は困難である。グリッド毎の柱穴密度や掘立柱建物の復元を試みた結果、
廃城後も一部は改変されながら利用されていたと考えられ、そのピークは18世紀後半〜19世紀中頃
とみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　　（藤本清志）
　

「中津倉城跡」
　宇和島市高串に所在する中津倉城跡の報告書である。遺跡は旧宇和島市北部、高串川と光満川に
挟まれた丘陵先端部（標高75〜99m）に位置している。出土遺物から15世紀頃に機能していたと考え
られる。堀切・土塁を備えた単郭構造の小規模城郭であるが、吉田・宇和島・三間の各方面を見渡
すことができる要衝に位置している。　　　　　　　　　　　　	 　　　　　　　　　（藤本清志）

「池田遺跡」
　伊予市下吾川に所在する池田遺跡の報告書である。本遺跡は標高 2 . 5 m前後の微高地上に立地
し、 6世紀代の竪穴建物18棟を検出した集落遺跡である。須恵器の杯蓋・杯身・甕や土師器の甕・
甑などを中心とした遺物の中に、黒色土器の杯が 2個体出土している。 6世紀代の土器としては県
内初出である。また、子持ち壺やハソウなど集落遺跡からの出土は珍しい。	 　　　　（中野良一）

「道後今市遺跡15次」
　松山市道後北代および道後祝谷に所在する道後今市遺跡の報告書である。今回の調査が第15次調
査となる。本遺跡は古墳時代および中世の集落跡であり、古墳時代前期中葉から後葉・13世紀〜15
世紀頃の遺構・遺物を確認した。このほか、縄文時代の自然流路数条を確認しており、流路内埋積
土から縁帯文土器・凹線文系土器・突帯文土器を含む晩期土器群が少量出土している。遺構には古
墳時代前期の竪穴建物や中世の土坑・溝などがあるが、調査範囲が狭小であったため集落の構造等
を明らかにすることはできなかった。　　　	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池尻伸吾）
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平成22（2010）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162集 平成23（2011）年 3月 板島城跡
−一般国道56号（和霊歩道）建設に伴う埋蔵文化財調査報告書− 2 ,509

第163集 平成23（2011）年 3月 岩倉城跡 1・ 3次
−四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告書Ⅵ− 7 ,850

第164集 平成23（2011）年 3月 中津倉城跡
−四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告書Ⅶ− 5 ,800

第165集 	平成23（2011）年 3月 池田遺跡
−一般国道56号伊予インター関連埋蔵文化財調査報告書− 2 ,525

第166集 平成23（2011）年 3月 道後今市遺跡15次
−主要地方道松山北条線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書− 1 ,284

愛媛県生涯学習センター共同企画展
「中世えひめの考古学−源平の争乱から戦国時代を生き抜いた人々の歴史−」
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鳥越 1 号墳現地説明会
みなさん、興味津々 !!

愛媛県生涯学習センター共同企画展
展示について熱く語る !



																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																						
																																																													

　　　

−平成22（2010）年度年報−

平成23（2011）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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 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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