




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 12遺跡の概要が掲載されています。調
査面積の大小や今治道路のように数年来継続して発掘を実施している現場など様々でし
たが、下経田遺跡では竪穴建物を中心とした居住域に加え、新たに墓域が検出されるな
ど徐々に集落全体の構造を明らかにする要素がそろってきました。一方、古谷犬山谷古
墳の二基の箱式石棺は過去にほとんど類例のない構造であるなど、新しい発見もありま
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、縄文時代～中世にかけての資料を
提供することができました。これらは遺跡の所在する土地における古代の生活を知るう
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。なお、当センターは平成 24
年 4月より公益財団法人として新たなスタートを切ることになりました。発掘調査や報
告書作成はもとより、調査成果の普及啓蒙にもさらに力を注ぎたい所存でありますので、
今後ともよろしくお願い申し上げます。

� 平成 24 年 5 月
� 公益財団法人　愛媛県埋蔵文化財センター
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例　　言
�1�本年報は、公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターが平成 23(2011) 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、嘱託員藤本清志、松本美香の協力を得て中野良一と柴田昌児が行った。
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Ⅰ　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターの
　　　　　　　　　　　　　組織及び事業の概要
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Ⅰ− 1　組織の概要

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。
平成 24(2012) 年� �4 月��1 日� 平成 24 年 3 月 21 日に愛媛県知事の認定を得て、平成 24 年 4 月 1 日

登記から「公益財団法人�愛媛県埋蔵文化財センター」となる。
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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 23(2011) 年度
� ( 平成 24 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 森川保男 ( 財 ) 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 松山大学教授
菅野邦彦 東温市教育委員会教育長
岩本明定 県市町会事務局長
上田耕三 県高等学校長協会長
山本亜紀子 県教育委員会事務局管理部文化財保護課長

��

５. 平成 23(2011) 年度組織及び職員

　　　　　　　参事 ( 兼常務理事 )��森川保男
総務課　　　　総務課長　　　　　青野敏郎
　　　　　　　総務係長　　　　　三好裕之
　　　　　　　嘱託員　　　　　���河野有美
　　　　　　　臨時補助員　　　　八田　彩

調査課　　　　調査課長　　　　　岡田敏彦
　調査第一係　担当課長（兼）調査第一係長　　中野良一
　　　　　　　担当係長　　　　　柴田昌児
　　　　　　　主任調査員　　　　西川真美　　多田　仁　　土井光一郎　　松村さを里
　　　　　　　調査員　　　　　　石岡ひとみ　大内博志
　　　　　　　嘱託員　　　　　　柴田圭子　　中藤ゆかり　松本美香　　岡　美奈子
　　　　　　　　　　　　　　　　藤本清志　　龍　孝明
　　　　　　　臨時調査員　　　　岡　ひとみ　富山亜紀子　　加藤雅也
　調査第二係　調査第二係長　　　眞鍋昭文
　　　　　　　調査員　　　　　　池尻伸吾　　東　眞己
　　　　　　　嘱託員　　　　　　三浦由美子
　　　　　　　臨時調査員　　　　中野邦子　　中平秀仁　　菊池公作　　重松真依
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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 23(2011) 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 40,777 24,718 335,612,000
愛　媛　県 県道久米垣生線ほか 2,247 10,664 149,940,000

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 1,890,000 報告書印刷のみ

合　　　　　　　　計 40,463.50 35,617.5� 487,442,000

平成 23(2011) 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 滝の宮遺跡 新居浜市滝の宮町・
西の土居 3・4・4西町中村線改良工事 調査第二係 古代～中世

2 喜来遺跡 新居浜市大生院 一般国道新居浜バイパス
( 新居浜市 ) 関連 調査第一係 古代

3 今若遺跡 今治市朝倉南 一般国道 196 号今治道路建設 調査第一係 弥生中期後半～古墳前期

4 下経田遺跡 今治市朝倉下甲 一般国道 196 号今治道路建設 調査第一係 弥生時代～古代

5 朝倉古谷遺跡 今治市朝倉古谷甲 一般国道 196 号今治道路建設 調査第一係 弥生時代～中世

6 古谷立丁遺跡 今治市朝倉古谷甲 一般国道 196 号今治道路建設 調査第一係 弥生時代～中世

7 古谷犬山谷古墳 今治市朝倉古谷乙 多岐川総合流域防災工事 調査第二係 古墳時代

8 国分才嵜遺跡 今治市国分 県道桜井山路線改良工事 調査第二係 弥生時代～中世

9 西山奥谷遺跡 2次 今治市菊間町西山 県道才之原菊間線建設工事 調査第二係 縄文時代・中世

10 北井門遺跡 2次 松山市北井門町 一般国道 33 号松山外環状
( 松山市 ) 関連道路建設 調査第一係 縄文時代・弥生時代・近世

11 北井門遺跡 3次 松山市北井門町 県道久米垣生線建設工事 調査第二係 縄文時代～中近世

12 旗屋遺跡Ⅱ 伊予市上三谷 砥部伊予松山線改良工事 調査第二係 古代～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 23 年度遺跡速報展『いにしえのえひめ� 11』」
　　　　　　　　　　　　前期 ( 報告書編 )　　〔平成 23 年 4 月 25 日～ 6 月 24 日〕見学者 :128 名
　　　　　　　　　　　　後期 ( 発掘調査編 )　〔平成 23 年 7 月 11 日～ 9 月 16 日〕見学者 :130 名
　「平成 23 年度後期テーマ展『北井門遺跡１次調査−古墳時代の集落−』」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�〔平成 23 年 10 月 24 日～平成 24 年 2 月 24 日〕
� 見学者 :�203 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。
　　「発掘へんろ−遺跡でめぐる伊予・土佐・讃岐・阿波−」



―�5�―

　愛媛会場：松山市考古館　　　　　　　　　〔平成 23 年 4 月 29 日～ 6 月 19 日〕見学者 :2,169 名
　高知会場：高知県埋蔵文化財センター　�　��〔平成 23 年 7 月 1 日～ 9月 11 日〕見学者 :1,518 名
　香川会場：香川県埋蔵文化財センター　　���〔平成 23 年 9 月 23 日～ 12 月 18 日〕見学者 :1,447 名
　徳島会場：徳島県立埋蔵文化財総合センター�〔平成 23 年 1 月�7 日～ 3 月 18 日〕見学者 :�1,599 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。
　　「海の考古学−愛媛に生きた古代の海人�−」
　開催場所：愛媛県生涯学習センター企画展示室〔平成 23 年 6 月 25 日～ 7 月 31 日〕
� 見学者 :1,101 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 2011」
　　　　　　　　　　　　前期 ( 報告書編 )　　〔平成 23 年 7 月 21 日～ 8 月 31 日〕見学者 :128 名
　　　　　　　　　　　　後期 ( 発掘調査編 )　〔平成 23 年 10 月 1 日～ 11 月 13 日〕見学者 :130 名
　開催場所：松山市考古館
� 見学者 :1,660 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、次の展示会を実施した。
　　「埋蔵文化財里帰り展」
　開催場所：愛媛県総合運動公園事務室〔平成 23 年 10 月 25 日～ 11 月 6 日〕

遺跡探訪ウォーキングの開催

　財団法人愛媛県スポーツ振興事業団と共催し、実施した。
　　「古墳探訪　ふれあい健康ウォーキング」
　開催場所 : 愛媛県総合運動公園周辺〔平成 23 年 10 月 22 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 23 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
古谷犬山谷古墳 平成 23 年 9 月 15 日 今治市朝倉古谷 報道機関対象

朝倉今若遺跡 平成 23 年 10 月 1 日 今治市朝倉南 120 名 古谷犬山谷古墳
パネル紹介

朝倉下経田遺跡 平成 24 年 3 月 17 日 今治市朝倉下 150 名
西山奥谷遺跡 平成 24 年 3 月 24 日 今治市菊間町 　50 名 地元住民対象
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下経田現説 ( 遺物取上体験 )

共同企画展 ( 石器を使用した魚の解体体験 )
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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 23 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・
新居浜バイパス・今治道路・松山外環状道路の 4路線における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新居浜バイパスの喜来遺跡、今治道路の下経田遺跡と今若遺跡、朝倉古谷
遺跡、古谷立丁遺跡、松山外環状道路の北井門遺跡 2次調査を実施した。
　喜来遺跡では８世紀代と考えられる竪穴建物が検出されたが、珍しい遺構としてカマドの煙道部
に土師器の長胴甕の底部を抜いた土器を数個体連ねた構造のものが検出されている。同様のものは
四国中央市の上分西遺跡でも検出されており、これで２例目となる。
　下経田遺跡では昨年度調査区の隣接地の調査を行い、弥生時代中期末、古墳時代初頭、中期～後期、
奈良時代の遺構を検出した。特筆すべき遺構として、古墳時代初頭の壺棺墓群があげられる。墓域
として独立した領域が形成されている可能性が高く、過年度調査で明らかになった居住域との境界
など、当時の集落全体構造の解明にむけて格好の材料を提供した。また、最大幅が 12 ｍもある流
路からは、滑石製模造品や廃棄された大量の土器が出土し、吉備地方の土器もみられる。中には絵
画土器もあった。
　今若遺跡では弥生時代中期末、後期、古墳時代初頭～後期の遺構が検出された。今回の調査で黒
岩川右岸に展開する集落遺跡における居住域の北限が明らかになった。経田遺跡や下経田遺跡と比
較すると、同じ集落遺跡として各時代とも遺構の密集度は低い。また、居住域の北側には８世紀頃
を下限とする水田遺構も検出された。今回の調査で朝倉南地区の調査はすべて終了した。
　古谷地区では段丘上の２遺跡の調査が行われ、弥生時代中期、後期、古代、中世の遺構を検出した。
朝倉古谷遺跡では予想をはるかに上回る数の遺構が検出されたが、なかでも弥生時代中期の掘立柱
建物は１間×2間の建物で、柱を抜き取った後に土器片や礫を入れているうえに、炭化種子なども
多数出土しており、建物廃絶に伴う儀式などが行われていた可能性が考えられる。また、掘り方に
も大量の土器片が入れられており、掘り方全体を再度掘削し、わざわざ土器を入れる行為が行われ
ている。中世では二面庇構造の建物 (3 間×４間 ) が２棟連続し、それに並列する二重の方形区画溝
が検出されており、一般的な集落とは異なる施設が設置されていたと考えられる。これらの遺構は
類例が特に少なく注目される。古谷立丁遺跡では竪穴建物が 4棟検出され、一棟は弥生時代後期の
焼失建物で、炭化材や焼土塊が多量に出土している。また、調査区中央からは 12m×11 ｍの範囲
に大量の弥生時代後期の土器や石器が廃棄された状態で出土している。土器などの廃棄遺構として
は大規模である。
　北井門遺跡 2次調査では過年度調査区に隣接する現道部の調査が行われ、予定されていた調査の
すべてが終了した。
［整理作業］
　川之江三島バイパスの上分西遺跡と新居浜バイパス喜来遺跡 ( 本郷遺跡２次と合冊 ) の報告書を
刊行した。今治道路では経田遺跡の弥生時代、古代、中世の遺構図面・遺物実測図のトレースやレ
イアウト、一部原稿執筆を行った。松山外環状道路の北井門遺跡２次調査では、すべての調査区の
レイアウトや原稿執筆を行い、編集を終了した。
� ( 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、愛媛県より委託を受け、発掘調査 7件、整理作業 5件を実施し、うち 4件につ
いて発掘調査報告書を刊行した。
[ 発掘調査 ]
　滝の宮遺跡 ( 新居浜市 )、国分才嵜遺跡・西山奥谷遺跡・古谷犬山谷古墳 ( 今治市 )、北井門遺跡 3
次調査 ( 松山市 )、旗屋遺跡 II( 伊予市 ) の 5 遺跡について実施した。
　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。昨年度に引き続いて調
査を実施した。40m2 ほどの限定された範囲調査であったが、古代の土坑を検出した。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。
　国分才嵜遺跡は伊予国分寺の直近に位置する遺跡である。調査地点は埋没谷の中であり、人工的
な遺構を検出することはできなかった。谷を埋める堆積物中から弥生時代前期・弥生時代後期・古代・
中世の遺物が少量出土した。
　西山奥谷遺跡は今治市菊間町の長坂川上流域の西山地区に位置する遺跡である。縄文時代後期と
鎌倉時代の遺構・遺物を検出した。縄文時代の遺物は中津式に併行する後期初頭に比定できる資料
であり、地元で産出する安山岩の石核や剥片類なども出土していて注目される。鎌倉時代では多量
の畿内産瓦器のほか輸入陶磁器なども出土した。菊間町は「菊万荘」として平安時代末から京都上
賀茂神社の社領であり、荘園経営との関係が注目される遺跡である。
　古谷犬山谷古墳は今治市朝倉古谷に位置する中期古墳である。眼下に多伎宮古墳群や多伎神社を
見下ろす尾根上に造営されていた。墳丘は 10m規模の方墳で、2基の箱式石棺を主体部とする。棺
内からは人骨とともに副葬品として大刀が出土した。中期古墳で副葬品を伴い二基並列の箱式石棺
を主体部とする古墳の発掘調査例はほとんどない。古墳時代中期の葬制を窺い知る一級の資料と評
価できる。
　北井門遺跡の調査は 4ヶ年目の調査となる。今年度分で久米垣生線関連調査はすべて完了となる。
今年度調査においても隣接する過年度調査区で検出していた溝や谷地形の延長部を検出し、主とし
て縄文時代および弥生時代にかけての遺物が出土した。
　旗屋遺跡 II の調査は 1990 年に県道伊予川内線の工事に伴って行われた調査に次ぐ 2度目の調査
となる。須恵器・土師器・黒色土器などのほかに灰釉陶器・鞴羽口・鉄滓・動物遺体・多量の炭化
物など多様な遺物が出土した大型の竪穴状遺構はその構造や出土遺物の特異性から注目される。直
近の平松遺跡からは「造硑」・「沼田郷」の刻書のある円面硯が出土するなど、古代に官衙もしくは
寺院などが近隣に存在していた可能性が高く、今回の出土遺物や遺構との関係が注目される。
［整理作業］
　北井門遺跡 3次調査・石手村前遺跡 2次・3次調査・本郷遺跡 3次調査・滝の宮遺跡・国分才嵜遺跡・
西山奥谷遺跡の整理作業を実施し、北井門遺跡 3次調査をのぞく 5遺跡について、4冊の報告書を
刊行した。なお、北井門遺跡 3次調査については今年度発掘調査分をあわせて平成 24 年度に報告
書を刊行する予定となっている。
� ( 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関係機関と協力し、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 3年目として「四国の古墳時代」をテーマに 4県における古墳時代の前期・中期・後期を代表す
る古墳の出土遺物を展示し、地域性や地域間の交流の様子を読み取る展示を行い、地域ごとの相違
点などを解説した。
　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‘11」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。下半期のテーマ展は昨年度までの『時代のものさし』として各時代を総括する展示ではな
く「北井門遺跡 1次調査−古墳時代の集落−」として、弥生時代から古墳時代へ移り変わる時期の
集落内の土器の変化や持ち込まれた土器、集落内の「まつり」に使われた遺物を中心に展示、特に
北井門遺跡 1次調査は県内最大規模となる古墳時代の集落（200 棟を越える竪穴建物）の調査例で
あり、弥生土器の中に僅かに含まれる古墳時代の土器をもつ竪穴建物の遺物を現場での出土状況図
を原寸大に拡大し、実際の遺物を出土地点に並べる展示を行い、さらに、古墳時代の土器の割合が
多くなる時期、須恵器を使い始める時期、それぞれの土器群を展示した。
　愛媛県生涯学習センターとの共催事業である展示会は「海の考古学−愛媛に生きた古代の海人−」
を開催した。愛媛県を取り巻く海（瀬戸内海と宇和海）と各時代の古代人の関係を「漁業・製塩・船・
交易」をテーマに遺跡・遺物から探り、生業や生活の一部に海を取り入れた古代人の様子を出土資
料や写真で紹介した。
　さらに、昨年度実施した愛媛県総合運動公園内での「第 3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近世資料の大下田窯跡の資料を展示し、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、「遺跡探訪！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古墳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 2011」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や弥生土器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「今若遺跡」「下経田遺跡」で説明会
を開催した。「今若遺跡」は弥生時代の焼失竪穴建物の調査を行い、炭化物の出土している状況を
見学していただいた。「下経田遺跡」では弥生時代後期の土器が大量に出土している自然流路や壺
棺墓群の説明を行い、見学者に実際の土器の取り上げ作業（測量による位置測定と取り上げ）を体
験してもらった。「古谷犬山谷古墳」では石棺内に小礫を並べている極めて珍しい古墳時代中期の
箱式石棺を調査し、急傾斜地での調査で極めて足場が悪いため報道関係者だけの公開となった。ほ
かにも、発掘調査時に地元の方々に作業員として協力していただき、調査後、地元集会所で遺跡周
辺の方々にその内容を報告した「西山奥谷遺跡」などがある。
【刊行物等】
　年報の刊行を行い、センターの発掘調査・整理作業・報告書発行などとともに、現地説明会など
の状況を報告した。
【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。さらに、市町との連携事業として、各種講座及び体
験学習の企画・立案など職員の専門分野や特技を生かした取り組みを実施し、特に石器を使用した
魚の解体は石器の切れ味を実感していただくよい機会となっている。　
　中学生による職場体験も、継続的に実施し、今年度は 5校を受け入れた。また、新居浜市教育委
員会の整理作業を実施している担当者への実務体験も受け入れた。� （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 23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.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 23(2011) 年 4 月
� � � 　～平成 23(2011) 年 5 月
４　調査面積　　40 ㎡
５　調査原因　　3・4・4西町中村線改良工事
６　担  当  者　　池尻伸吾　中野邦子
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。
　今年度の調査は昨年度からの継続調査で、調査が完了
していなかった 3d・3e・5 区の調査を実施した。
　今回検出した遺構は古代の土坑 1基であり、5区南端
で確認した。その他は近現代の撹乱が著しく、遺構は確
認できなかった。
　確認した土坑 (SK7) の平面形は隅丸 ( 長 ) 方形で、規模
は長辺側残存長 71.5cm、短辺 115.2cm である。土師器供
膳具を中心に破片点数で約 1,500 点の遺物が出土してい
ることから、廃棄土坑と考えられる。出土遺物には土師
器円盤高台杯や黒色土器A類椀等がみられ、時期的には
10 世紀前半頃と考えられる。
　今回の調査では、調査範囲も極めて狭く、遺構の検出
も古代の土坑 1基のみに留まったが、これらの資料は金
子氏入部以前における周辺域の様態を考えるうえで重要
である。古代の遺構の分布は調査区内でも 4b・5区といっ
た遺跡北部に限定され、更に遺構の広がりは 5区東側に
想定される。周辺域の古代の様相に関しては、これまで
調査例も少なく不明瞭であったが、同じく西町中村線道
路改良工事に伴って調査を実施した本郷遺跡では 9 ～ 10
世紀頃の官衙関連遺構が確認されており、徐々にその様
相が明らかになりつつある。今回の調査成果は、前年度
調査の成果と併せ、今後、周辺域の古代から中世の様相
を検討する際の有用な資料になるものと考えられる。

( 池尻伸吾 )

古代の土坑（SK7）
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滝の宮遺跡調査区配置図
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竪穴建物群

竪穴建物（SI6）

竪穴建物（SI3）カマド

2.喜
き ら い

来遺跡
１　所  在  地　　新居浜市大生院 428-3 他
２　所属時期　　古代
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 10 月
� � � 　～平成 23(2011) 年 11 月
４　調査面積　　564 ㎡
５　調査原因　　一般国道 11 号新居浜バイパス
　　　　　　　　( 新居浜市 ) 関連
６　担  当  者　　土井光一郎　龍�孝明
７　調査概要

　本遺跡は、新居浜市南西部端の渦井川の右岸域に位置
する。遺跡のすぐ南には旧金比羅街道が縦貫する下本郷
という地区名も残されている。調査では古代の遺構・遺
物を検出した。各遺構の帰属時期は 7世紀後半から 8世
紀代の所産である。
　検出した遺構は 4～ 5棟の竪穴建物、土坑 19 基、柱穴・
小穴 45 基、溝 4 条、自然流路 5 条である。特筆すべき
点として、土師器甕を煙道に再利用した竪穴建物一棟が
検出されており、住居復元プランからカマドの占める割
合が大きく、床面からは明確な柱穴が見つからず、上屋
構造を持たない事が考えられ、住居として把握できない
ものであった。また、この他の竪穴建物にはカマドは付
帯せず各々が近接し、1棟の住居に対して複数回の改築
がなされた痕跡が確認できた。遺物では施釉陶器等は検
出せず須恵器の杯・杯蓋や土師器の鍋・甕の出土が多く
見られこの時期の土器形態変遷を垣間見るには好都合の
遺跡であった。また、自然流路より須恵器椀や陶硯片の
他に計量に用いられたと考えられる愛媛県初の〝権状石
製品〟( 秤の錘 ) を検出した。一部が欠損しているが復元
するとほぼ 1両を測る定量の錘であった。古代期におい
て識字層の存在や計量を必要とする階層は限定されてお
り、遺跡の南接地域には旧街道が通る下本郷集落が存在
し、この集落が遺跡内で現れた自然流路の上流に位置す
る事からこの下本郷集落周辺に古代期における何らかの
役所の存在を示唆する蓋然性の高い資料の一端を得た。
　今後隣接地や周辺において発掘調査が検討されて、そ
れら調査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。

( 土井光一郎 )

位置図
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3.今
いまわか

若遺跡
１　所  在  地　　今治市朝倉南
２　所属時期　　弥生中期後半～古墳前期
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 4 月 18 日
      　～平成 23(2011) 年 3 月 18 日
４　調査面積　　20,258 ㎡
５　調査原因　　一般国道 196 号今治道路建設
６　担  当  者　　西川真美　中藤ゆかり　加藤雅也
７　調査概要

　本遺跡の位置する朝倉南地区は、頓田川の中流域に位
置しており、今若遺跡は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。
　今若遺跡は平成 21 年度から調査を開始しており、1～
10区の調査が終了している。今年度は昨年度に引き続き、
当初予定していた 11 区～ 18 区の調査を行った。そのほ
か昨年度調査を行った 8区の南側に遺跡の広がりが確認
出来、また 10-1 区の下層面を確認したことから、その部
分の追加調査を行うこととなった。調査区は黒岩川右岸
に近接する位置にあり、11・13・14 区の南西側及び 15
区は黒岩川の氾濫源にあり、表土下は砂層と粘土層が入
り込んだ河川堆積層であり、黒岩川に向かい地形が落ち
込んでいる状況が見られる。
　調査は昨年度の調査データや過去の試掘データを基に
上下 2面の遺構面を想定し行った。調査の結果、各調査
区において大部分が後世の削平あるいは撹乱を受けてお
り、1面目の遺構は極めて希薄であった。ただ 14 区の西
側では、包含層の上面において、洪水砂が確認でき、こ
の洪水砂中から古代の須恵器が出土しており、洪水砂の
下層から 8世紀を下限とする水田跡が確認されている。2
面目の遺構は竪穴建物 14 棟、掘立柱建物 24 棟、溝 31 条、
土坑 20 基である。これらの遺構のほとんどが弥生時代中
期後半から古墳時代前期のものである。
　基本層序は 6層に分類できる。
　I・II 層は造成土・表土及び水田耕作土である。III 層
は水田耕作に由来する層で、明黄褐色を呈する酸化鉄集
積層である。IV層は灰黄褐色を呈する細砂混じり粘質土
層で、炭化物が混じる。IV層は古代から中世の遺物包含
層で、各調査区において層厚 10cm 程度確認されている

位置図

10-1 区 2面　完掘状況

10-2 区 2面　完掘状況

11区　遺構検出状況
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11 区 2面　SI15 炭化材検出状況

が、今年度は同時期の遺物が非常に希薄で、11 区の東側
は造成のため、ほとんど削平されている。V層は黒褐色
を呈する細砂混じり粘質土層で、炭化物が混じり、土壌
化が顕著である。弥生時代後期から古墳時代の遺物が包
含されている。また 14 区においては V層下は、細砂・
粗砂と土壌化し黒色を呈するシルト・粘土の河川堆積物
が約 1.5m 程度互層堆積しており、最下層はグライ化し
て青灰色を帯びている。中位の黒色シルト層からは弥生
時代終末期から古墳時代中期の土器及び木器が出土して
いるが、現位置をとどめているかは甚だ疑わしい。VI 層
は明黄褐色を呈する細砂混じり粘質土層である。VI 層以
下に遺構・遺物は認められず、VI 層上面で弥生時代中期
後半から古墳時代中期の遺構を検出している。
　竪穴建物は調査区の北西端 (14 区 ) の SI17 以外は 10 区
及び 11 区で検出している。10 区は昨年調査を行った 6
区の北に 11 区は北西に近接するもので、昨年、一昨年の
調査成果を踏まえると、6・10・11 区周辺が今若遺跡の
当該期の集落の中心であったと考えられる。
　SI15 は 11 区南東側で検出した。平面形は東西が膨ら
む楕円形で、規模は最大長 7.2m と大型である。造成等
の撹乱が著しく、建物埋土は 10cm 程度でほとんど残っ
ていなかった。床面直上には約4cm程度貼床が確認でき、
住居の壁面に沿って多いところで 3条程度周壁溝が巡っ
ている。床面には 6～ 7 本の主柱穴を確認しており、中
央には炭化物を含んだ中央土坑が認められる。この建物
は検出段階から放射状に広がる炭化材や 5ないし 6本の
横木が炭化した痕跡が遺構全面で確認でき、建物の西側
には、縦木と横木を組み合わせた痕跡がわかる炭化木材
が残っていた。建物の入り口は一般的に主軸のどちらか
にあるとされていることから、この部分が建物の入り口
になるのではないかと考えられる。建物の時期は弥生時
代中期後半と考えられる。
　SI16 は 11 区南東側で検出した。平面形は円形で、規
模は直径7.0mである。建物埋土は20cm程度残っている。
住居の壁面に沿って 2条の周壁溝が巡っており、床面に
は 6本の主柱穴があったと考えられる。中央には炭化物
を含んだピットが確認されている。そのほか、南側のみ
の検出ではあるが、竪穴壁の外側 2.3mに幅約 1mの外周

11 区 2面　SI15 完掘状況

11区 2面　SI16 遺物・炭化材検出状況

11区 2面　SI16 完掘状況
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溝が巡っていた。外周溝はおおよそ周堤の外を巡って掘
ることが多く、今回周堤の盛土は確認出来なかったが、
竪穴壁の外に堤状に巡らせた周堤が存在した可能性も考
えられる。北東側の床面直上では放射状に広がる炭化材
が確認でき、建物の東壁面には、壁に貼り付くようにま
とまって 3枚の土製有孔円盤が出土しており、これらの
状況から廃絶時に有孔円盤を使った祭祀が行われたこと
が想定できる。建物の時期は弥生時代中期後半と考えら
れる。
　SI10 は調査区南東側、SI16 の南西隣で検出し、SI16
を切っている。平面形は隅丸方形で、規模は 1辺約 4.4m
である。建物埋土は 40cm 程度残っており、住居の壁面
に沿って 1条の周壁溝が巡っている。床面には 6本の主
柱穴を確認しており、中央には中央土坑が認められる。
埋土の中位には炭化物を含む層 ( 約 6cm 程度 ) の上に多
量の壺・甕の土器片が廃棄されていた。床面はそこから
約 20cm 程度下にあり、これらの土器がいつ、どういう
理由で捨てられたのかは、今後の検討課題である。建物
の時期は床面直上の遺物から弥生時代後期後半と考えら
れる。
　SI12 は調査区北東隅で検出した。平面形は方形で、規
模は 1 辺約 3.6m である。建物埋土は 16cm 程度残って
おり住居の壁面に沿って 1条の周壁溝が巡っている。床
面には 6本の主柱穴を確認しており、中央には中央土坑
が認められる。床面直上には小型丸底壺や高杯など、日
常あまり使用しない土器が数多く残っており、また、床
面直上の埋土より滑石製の臼玉が検出されていることか
ら、建物廃絶時にこれらの土器や玉類を使用した祭祀が
行われていたことが想定できる。建物の時期は古墳時代
前期～中期と考えられる。
　また竪穴建物群の北西側では掘立柱建物が検出されて
いる。掘立柱建物は 2 間×2 間・2 間×3 間の総柱のも
のや 1間×2間から 1間×5間の側柱のものなど様々で
主軸方向も同一方向を指向するものは少ない。時期認定
も出土遺物が少なく困難であるが、柱穴埋土の土質や色
調より竪穴建物とほぼ同時期のものと考えられる。
　今年度の調査では、前年度の調査と同様、弥生時代中
期後半から中世までの集落の様相が明らかになった。た

11 区 2面　SI10 完掘状況

11区 2面　SI12 遺物出土状況

11区 2面　SI10 遺物出土状況

11区 2面　SI13・14完掘状況
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11 区 2面　掘立柱建物

だ、今回の調査における遺構・遺物の中心は弥生時代中
期後半から古墳時代前～中期で、古代・中世の遺構・遺
物はほとんど確認できなかった。
　今若遺跡では、弥生時代中期後半から古墳時代前～中
期の竪穴建物が 14 棟出土しており、隣接する前年度の調
査のものも含めると総数 24棟を数える。また同時期の建
物として掘立柱建物も 24棟検出されている。この時期の
掘立柱建物は竪穴建物と混在するのでなく、竪穴建物の
北西側に分けられて建てられており、今後の整理作業の
なかで両者の建物配置について十分検討する必要がある
と思われる。
　そのほか今年度の調査でも、昨年度と同様に焼失建物
が確認でき、特に SI15 の西側の縦木と横木を組み合わせ
た炭化木材は、竪穴建物の入り口の存在を想定すること
の出来る良好な資料で、竪穴建物の上屋構造を検討する
上で重要な資料と言える。今後、炭化木材の理化学分析
を行い、使用木材の種類や詳細な年代測定など理化学分
析の結果も踏まえて検討を加えていきたい。
　今年度で今若遺跡の調査は終了する。今後はこれまで
の調査区の出土遺物と遺構の詳細な分析を行い、周辺遺
跡の調査成果とあわせて、朝倉南地区の集落変遷をまと
め、今治平野における今若遺跡の位置付けを検討してい
く必要がある。

( 西川真美 )

14 区 2面　SI17 遺物出土状況

14区 2面　水田跡・足跡
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4.�下
しもきょうでん

経田遺跡
１　所  在  地　　今治市朝倉下甲 250 ほか
２　所属時期　　弥生時代～古代
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 4 月 1 日
　　　　　　　　　　　～平成 24(2012) 年 3 月 23 日
４　調査面積　　12,450m2

５　調査原因　　一般国道 196 号今治道路建設
６　担  当  者　　柴田昌児　土井光一郎　藤本清志
　　�　　　　　���龍�孝明
７　調査概要

　下経田遺跡は頓田川と高大寺川に挟まれた複合扇状地
扇側部に位置し、標高約 30mに立地している。
　今年度調査した調査区では、4時期 ( 弥生時代中期末・
古墳時代初頭・古墳時代中～後期・奈良時代 ) の遺構が
検出された。検出された竪穴建物は 32 棟を数え、平成
21 年度調査分をあわせると 90 棟を越えている。掘立柱
建物は 9棟が見つかり、柱穴遺構は今年度調査分だけで
も 1150 穴に及んでいる。つまり検出された各時期におい
て居住遺構が展開していて、断続的ではあるが良好な集
落遺跡を形成していることがわかった。
　居住遺構では弥生時代中期後半の竪穴建物をはじめ、
古墳時代前期の竪穴建物、カマドが付帯した古墳時代後
期の竪穴建物が認められる。古墳時代後期から 7・8世紀
にかけては掘立柱建物も顕在化してきており、遺構とし
て確認することができる。
　特に今年度の調査では古墳時代初頭の集落の構造を知
るうえで手がかりとなる遺構が見つかっている。それは
遺物を多量に含んでいた流路と壺を棺にした墓 ( 壺棺墓 )
である。流路は古墳時代初頭から奈良時代まで流れてい
たことがわかっており、その堆積状況から洪水に起因す
る堆積層がいくつも確認することができた。また、完形
に近い土器が多量に捨てられたり、滑石製模造品が出土
したりしていて、各時期において水辺の祭祀を行った様
子をうかがうことができる。
　壺棺墓群は e区で検出された流路の北側に形成されて
おり、4 基が検出されている。いずれも古墳時代初頭、
庄内式併行期と考えられる。墓域は調査区北側に延びて
いるものと推定できる。
以下、壺棺墓の概要である。

位置図
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下層遺構配置図

遺跡全景 ( 南から )



―�19�―

ST1
　調査区北端で検出された土器棺墓である。
　現耕作土直下で検出されており、蓋のほとんどが破砕
している。検出時には蓋が僅かに残存しており、棺内へ
の土の流入は認められなかったものの、内容物は検出さ
れなかった。
　棺身はやや長胴の壺で頸部から上を打ち欠いている。
棺体は粘土紐の接合痕が明瞭に残る。棺蓋は明確に原形
のわかるものがないが、壺の体部、頸部などを転用して
いたもので少なくとも 3個体の土器片を組み合わせて蓋
としていることが断面から伺える。また、墓坑内で棺身
を固定するために壺の胴下半部を縦半分に割ったものが
利用されている。
　棺蓋は破砕されているため、時期は不明であるが、棺
身は底部が明瞭な平底を残すなどやや古い特徴を示す。
ST2
　ST1 同様に調査区北側で検出された土器棺墓である。
　棺身に肩部から上を打ち欠いた壺とその上部に下半部
を打ち欠いた複合口縁壺を被せる特徴的な構造をしてい
る。棺蓋には小型の壺体部を使用している。棺の組み合
わせ方法を知りうる貴重な資料である。
　表土剥ぎ時に棺体の一部が露出したが、遺存状態は良
好である。完全な形を残す土器棺墓例は県下では少なく、
弥生時代終末から古墳時代初頭の墓制を知るうえで良好
な資料である。
ST3
　ST2 の南側約 2mで検出された土坑である。
　上層で壺棺と思われる土器片が検出されたが、他の
遺物は小型の甕などであり、土器棺墓の可能性は低い。
ST2 に近接している点や、出土遺物に ST2 と同様の壺の
破片を含むなど ST2 に関連する祭祀土坑もしくは廃棄土
坑の可能性がある。
ST4
　ST2 に隣接して検出された土器棺墓で完全な状態で検
出された。
　棺身に小型の壺、棺蓋に大型の鉢が使われている。棺
身の壺は頸部以上を打ち欠いたもので、底部は僅かに平
底を残す。棺蓋の鉢は棺身をほとんど覆う大きさであり、

調査区俯瞰写真 ( 図上が北 )

竪穴建物 (d 区 SI74) から出土した中期
弥生土器
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底部は丸底である。棺内には土の流入は認められなかっ
たが、遺物は出土しなかった。墓坑底面には ST2 と同様
に台となる礫が設置してあるが、棺身ではなく棺蓋の固
定に利用されていた。土器の特徴から ST1、2 とほぼ同
時期と考えられるが、鉢は丸底であり、やや新しい様相
をみせる。
　これら土器棺墓群は自然流路 SR4 の北側、河川段丘上
の縁辺に沿うように立地しており、北側へと墓域が続く
可能性がある。
　以上のことから壺棺墓群の時期は弥生時代終末から古
墳時代初頭の範疇に含まれる。主軸方位には規格性がみ
られない。流路南側で検出された竪穴建物群とほぼ同時
期であり、流路を区画として居住域と墓域が分けられて
いたものと考えられる。
　蛇行しながら流れる流路 SR4 は、最大幅約 12m、深さ
は最大で約 110cmを測り、d区西側から e区東側へ向か
って流れていて、その規模や堆積状況から平成 21 年度に
a･b 区で見つかった流路と同一遺構と考えられる。
　流路の堆積の大部分は砂や礫で構成された堆積層であ
る。こうした砂や礫は、一時的に激しい水流が起こり、
その作用で堆積したものと考えられる。とくに流路最下
層に堆積した砂礫層は非常に強い水流があっことを物語
っている。検出された流路ではそうした激しい水流の痕
跡である砂礫層の中から大量の古式土師器が完形に近い
状態で検出されている。出土した古式土師器には畿内系
土器をはじめ、讃岐系・吉備系 ･山陰系の土器群が含ま
れていた。完形土器には焼成後穿孔が認められるものが
含まれていた。こうした土器群から多彩な交流とその土
器を含めて祭祀を行う様子が看取できる。
　また出土土器の中には絵画土器も数点含まれていた。
図示したのは大型船を描いた古墳時代初頭の所産と思わ
れる壺の体部である。大型船の描画は海上活動の活性を
如実に表していると言え、祭祀行為の器物に取り込まれ
たものと考えられる。
　出土した多量の土器は、その出土状況から激しい水流
によって流されてきたのではなく、水流が起こる前後に
人の手によってそこに廃棄されたものであることから、
水や災害などに関わる祭祀を行った痕跡ではないかと考

竪穴建物 (d 区 SI85) から出土した古墳
時代前期の土師器

壺棺墓の検出状況 ( 古墳時代初頭 )

竪穴建物 (d 区 SI91) から出土した古墳
時代後期の土師器と須恵器

土器だまり (e 区 SK16) から出土した古
墳時代初頭の古式土師器群
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えられる。
　いずれにしても当時の人々が自然と向き合い、ムラの
安寧を祈願し、様々な活動をした痕跡が遺構・遺物とし
てあらわれていると言える。
　以上、主要な遺構の概要を述べた。
　古墳時代初頭から奈良時代まで流れていた流路 SR4 は
その堆積状況から洪水に起因する堆積層がいくつも確認
することができ、絵画土器を含む完形に近い土器が多量
に捨てられたり、滑石製模造品が出土したりしていて、
各時期において水辺の祭祀を行った様子がうかがえるこ
と指摘した。そして流路によってヒトの居住域から区切
られたところには壺棺墓群が形成され、4基の壺棺墓が
見つかっている。では壺棺に埋葬されたのはどのような
性格を有した被葬者だったのだろうか。棺内には残念な
がら明確な人骨は残存していなかった。既存の研究から
類推すると壺棺はおそらく小児棺か、成人の再葬として
使われたと考えられる。棺の中の堆積土や残留土は全て
採取しているので、今後それを分析することで埋葬され
たヒトの性別や年齢の解明につなげていきたい。
　調査成果を俯瞰すると流路を挟んで居住域と墓域がつ
くられ、それが一つの集落域をつくっていることがわか
った。これは当時の墓に対する考え方 ( 葬送観念 ) や集
落のレイアウトを復元するための重要な成果となる。ま
た流路の堆積から洪水が幾度となく集落およびその近辺
で起こっていることがわかっている。そしてそのたびに
当時の人々はマツリを行い、集落を保持あるいは再建し
たと考えられる。
　つまり今回の調査では古墳時代初頭 (3 世紀ころ ) の朝
倉地域において自然と災害に向き合う人々の営みを遺構
と遺物から読み取ることができるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　( 柴田昌児・龍�孝明 )

2 号壺棺墓の検出状況 (e 区 ST2)

4 号壺棺墓 (e 区 ST4) の蓋を外す

自然流路 (SR4) から夥しい量で出土した
古墳時代初頭の古式土師器群

0 10cm

1    :    4

自然流路 (SR4) から出土した大型船を描
いた絵画土器 ( 古墳時代初頭 )
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位置図

5.朝
あさくら

倉古
こ や

谷遺跡
１　所  在  地　　今治市朝倉古谷甲136・139～ 142・143-1
２　所属時期　　弥生時代～中世
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 4 月 18 日
      　　～平成 24(2012) 年 3 月 23 日
４　調査面積　　5,472.47 ㎡
５　調査原因　　一般国道 196 号今治道路建設
６　担  当  者　　柴田圭子　大内博志
７　調査概要

　朝倉古谷遺跡は、今治平野南東部に位置し、東三方ヶ
森から派生する山塊が霊仙山に迫り、平野が狭まりなが
ら朝倉地区へと至る入り口付近に当たる。遺跡は霊仙山
寄りに流路をとる頓田川に注ぎ込む多伎川等により形成
された扇状地の扇央に立地し、北東側には、頓田川によっ
て形成された河岸段丘の段丘崖が認められ、その上部に
は開析作用によって小規模な谷が形成されている。遺跡
が立地する小高く残った段丘面からは、今治平野から芸
予諸島が一望でき、南東には笠松山、その遥か奥には石
鎚山を望むことができる。
　発掘調査は、遺跡範囲を北西側と南東側に分割して実
施した。表土（耕作土・床土）直下に 0.3 ～ 0.7m の盛土（基
盤整備時の造成土）があり、その下部に旧耕作土、その
直下に遺構面が確認できる。包含層は削平により僅かに
残存するのみで、旧耕作面の段差付近では遺構面の削平
も認められる。元の地形は南西側が高く北東側が低いと
みられ、西側から南側にかけて遺構面の削平が顕著であ
る。
　検出した遺構は竪穴建物 7 基、土坑 32 基、溝 36 条、
柱穴約 2800 基（掘立柱建物 22 棟を含む）、性格不明遺
構 7基である。主要遺構の時期は、中世（平安時代末か
ら鎌倉時代）と古代（平安時代）、弥生時代（中期・後期）
である。
　中世の遺構は、SB01・02 等の掘立柱建物を中心に、溝、
土坑墓、井戸、性格不明遺構がある。SB01・02 はほぼ
同規模の掘立柱建物で、桁行を合わせて並列している。
桁行方位は N-34° -W で、規模は 3 間（7.9m）×４間
(8.4m)、梁間中央の柱間が長く（3.6m）、この部分が身舎
となる二面庇構造の建物である。特徴としては、通常庇
等と考えられる部分の柱間が約 2.1m と長く、身舎と柱
穴が同規模であること、身舎も含めて柱穴内に礎盤石を

遺跡の立地

北西部完掘状況（空撮）

中世遺構中心部（空撮）
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多く伴うこと、柱穴間隔が正確で柱列の乱れがなく規格
性の高い建物であることなどが挙げられる。また、2棟
の建物間の距離が約 0.9m と近接しており同時併存であ
るのかも検討課題である。このような建物平面や配置の
類例は県内や近隣県では確認できず、今後視野を広げて
類例を捜し、建物の性格を考察する必要がある。遺物は
SB01 柱穴において柱抜き取り後の祭祀に伴う土師質土
器杯・皿が出土したほか、青磁片等が出土している。時
期は平安時代末から鎌倉時代である。本遺跡においては、
SB01・02 以外にも、中世に属すると推定できる SB07・
13・14・19 ～ 22 などの掘立柱建物を多数検出し、現時
点で復元できていない建物もあるとみられる。柱穴から
は、土師質土器杯・皿、亀山焼甕、東播磨産須恵器鉢、
青磁碗・皿、白磁碗、白磁四耳壺の破片が出土している。
　SX01・02 は、SB02 北東に接して検出した方形に巡る
溝である。SX01 が外側、SX02 が内側の二重構造で、規
模は SX01 が 9.8m×9.9m、幅 0.7 ～ 0.8m、SX02 が 6.7m
×6.3m、幅 0.5 ～ 0.9m、方位は南西側で N-52° -E であ
る。深度は 0.1m と浅く、SX01 は東側が旧耕作面により
削平されている。SX02 は南東側中央の約 1.2m が途切れ
ている。埋土からは土師質土器杯・皿、亀山焼甕、青磁碗、
白磁合子などが出土し、SX01 では穀物を含む炭化物や
板状の炭化材も確認できた。土師質土器杯・皿の出土点
数は多くないが完形品が目立ち、人為的な廃棄ととらえ
られる。時期は平安時代末から鎌倉時代である。中世前
期における方形溝の類例としては、墓あるいは供養塔等
の宗教関連遺構に伴うものが認められ、本遺構もそれに
類する性格と推定している。ただし、二重に溝を巡らせ
る例は限られており、今後周辺の遺構と出土遺物の分析
を進め、慎重に判断する必要がある。
　SX03は、SX02から約9m南東で検出した。長径約3.4m
の円形で、深度 0.22m である。検出時は形状から小型竪
穴建物を想定したが、遺構内床面から炭化物と土師質土
器杯が出土し、中世の遺構と判断した。床面で検出した
柱穴のうち径の大きいものは弥生時代の遺構であり、壁
沿いに 2本 1 組で配置された小規模なピットが本遺構に
伴うと判断している。当遺構に関しては類例が得られず、
性格は不明である。時期は SB01・02、SX01・02 と同時
期とみられるが、詳細は土器細片を含めて検討する必要
がある。
　SD02 は、本遺跡のほぼ中央を南西から北東に向かっ

SB01・02　完掘状況

SX01・02　完掘状況

SX03　完掘状況

SK32　遺物出土状況
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て走る溝である。南端で東方向にほぼ直角に曲がってい
る。出土遺物は、土師質土器杯・皿、瓦器、亀山焼甕等
があり、区画溝と考えられる。時期は平安時代末から鎌
倉時代である。本遺跡内では、中世の区画溝を多く検出
しているが、それらの多くは SD02 よりも東側に分布し
ている。これらの溝は浅く、遺存状態が良好とは言い難
いため断言はできないが、SD02 を境に西側が広い空間
であり、東側がより細かく区画された空間である可能性
が高い。
　古代の遺構としては土坑墓を検出した。SK01 は、調
査区南西端に位置し、長軸約 2.0m、短軸約 0.55m～ 0.7m、
深度 0.25m で、南東側の幅が広い。平面形は隅丸長方形
を呈する。南東端に黒色土器椀が副葬され、長軸両側に
沿って鉄釘がほぼ 40cmおきに 11 本出土しており、木棺
に伴う釘とみられる。10 世紀を前後する時期と考えられ
る。これ以外に、SK02・03・30 が同時期の土坑墓である。
　弥生時代の遺構には中期と後期がある。後期では竪
穴建物を検出した。SI04 は調査区中央西寄りにおいて、
SX01・02 と切り合って検出した。残存径 7.2m の大型の
竪穴建物である。建物の壁面は削平により残存せず、周
溝によって平面形を推定すると、北西側に角張った部分
があり多角形の可能性がある。周溝は 3条検出でき 3回
の拡張が確認できる。床面周囲には地山成形と部分的な
貼り床によってベッド状の高まりを形成し、中央の落ち
込みは六角形である。六角形の 5隅には柱穴を検出した。
中央には炉跡があり、水晶の細片や種子が出土している。
土器は細片が多く判然としないが、時期は弥生時代後期
と考えられる。本遺構以外に竪穴建物は 6棟検出でき、
方形 4棟、隅丸方形 1棟、円形 1棟である。規模は方形
建物が一辺4～5m、隅丸方形、円形が径3mで小型である。
方形建物のうち 2棟は焼失建物である。
　弥生時代中期の遺構として、掘立柱建物を検出した。
SB05 は調査区南西端に位置する 1間（2.2m）×2間（4.8m）
の掘立柱建物である。方位は桁行でN-58° -Wである。
本遺構の西側梁間を構成する柱穴の柱痕には、破損した
土器、礫が詰め込まれており、炭化種子も多数出土した。
柱抜き取り後に祭祀が行われたとみられる。
　SB08 は調査区北西端で検出した。検出時には 1 棟の
建物と考えていたが、特に北西側の 4 基の柱穴が大型
で、径 0.8 ～ 1.2m、深度 0.7 ～ 0.8m あり、他の柱穴と埋
土や土器の出土状況も異なることから、1間×1 間の建

SE01　曲物・土器出土状況

SK01　遺物出土状況

SI04　床面検出状況

SI07　炭化材検出状況
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物（SB08-1）と 1 間×2 間の建物（SB08-2）が切り合っ
ている可能性が高い。柱間は SB08-1 が梁間 2.1 ～ 2.4m、
桁行3.9mで、SB08-2では梁間2.2～ 2.5m、桁行1.5～ 1.8m
である。方位は SB08-1 桁行が N-54° -E、SB08-2 桁行が
N-52° -E である。
　本遺構では、SB08-1 の 4 柱穴において遺物が多量に出
土した。遺物は 9層とした暗褐色土層以下に多く含まれ、
平面的には柱穴掘り方全体に分布している。土器がほと
んどであるが、4柱穴のうち 3カ所から破損した太型蛤
刃石斧が出土している点も特徴として挙げられる。また
北西隅の柱穴最下面には柱痕が確認でき、それを 9・10
層が覆っているため、柱を抜き取る際に掘り方まで再掘
し、何らかの祭祀行為に伴って破損した土器や石器を埋
めたとみられる。東側の 2柱穴では掘り込みが階段状に
2段になっており、本来の掘り方が下半の狭い範囲であ
り、抜き取り祭祀の際に、より広い範囲を再掘した可能
性も考えられる。このような祭祀の類例は現時点では確
認できず、柱穴の規模や祭祀の特殊性から、特別な性格
の建物であった可能性もあり、今後慎重に判断していく
必要がある。
　本遺跡においては SB05・08 以外にも、弥生時代の掘
立柱建物を多数検出しており、柱穴祭祀も多く確認して
いる。また、いくつかの柱穴からは石鏃と破損した太型
蛤刃石斧、また土壁状の土塊が出土している。これらの
詳細な時期については、今後出土遺物を細片も含めて確
認し、確定していく必要があるが、現段階では多くが弥
生時代中期に所属するものと推定している。
　今回調査した範囲では、弥生時代中期の竪穴建物は検
出できていないが、近隣の調査において円形竪穴建物が
調査されており、今後の調査によって集落構成を明らか
にし、類例を広く当たりながら遺跡の評価を検討してい
きたい。

( 柴田圭子 )

SB05　pit 内遺物出土状況

SB08　完掘状況（空撮）

SB08　pit 内遺物出土状況 1

SB08　pit 内遺物出土状況 2
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6.古
こ や

谷立
たっちょう

丁遺跡
１　所  在  地　　今治市朝倉古谷甲 308-1・308-5
２　所属時期　　弥生時代～中世
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 11 月 15 日
      　～平成 24(2012) 年 2 月 21 日
４　調査面積　　1.405.49 ㎡
５　調査原因　　一般国道 196 号今治道路建設
６　担  当  者　　柴田圭子　大内博志
７　調査概要

　古谷立丁遺跡は朝倉古谷遺跡との間に小規模な開析谷
を挟み、谷へと下る傾斜面上に立地する。
　層序は、表土（耕作土・床土）直下に 0.25 ～ 0.7m 程
度の盛土（基盤整備時の造成土）があり、その下部に旧
耕作土、その直下に遺構面が確認できる。包含層はほぼ
削平されて僅かに残存するのみで、旧耕作面の段差付近
では遺構面の削平も認められる。元の地形は南西側が高
く北東側が低くなっており、調査区東側は開析谷へと下
る傾斜面に当たるとみられ、堆積土壌が砂層に変化し遺
構も確認できなかった。さらに東端は大きく撹乱されて
いた。
　検出した遺構は竪穴建物 4基、土坑 2基、溝 7条、柱
穴約 200 基（掘立柱建物 1棟を含む）、不明遺構 3基であ
る。遺構の時期は、弥生時代（中期・後期）が認められる。
以下、主要遺構の概要について述べる。
　SI01 は調査区中央からやや西寄りに検出した竪穴建物
である。不整な隅丸方形を呈し、長径 3.6m、短径 3.4m
と小型である。深度は西側で 0.35m、東側で 0.2m あり良
好な遺存状態であった。本遺構は焼失建物で、埋土には
焼土と炭化材が多く含まれる。焼土は北側壁面にも貼り
付いており、壁面にも被熱による赤変が看取できた。炭
化材は中央から東半分に多く分布しており、周囲に放射
状に遺存したものと、中央付近にかたまっているものが
認められる。炭化材は焼土の下からも検出できたため、
焼土は屋根を覆っていた土が焼け落ちたものとみられる。
床面中央付近に炉跡、その南北に主柱穴を 2基検出した。
柱穴内の埋土は北側のものでは炭化物が多量に混入して
いるのに対し、南側のものではそれが認められず、南側
の柱は火災時には抜き取られていた可能性が高い。建物

位置図
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床面を横切った溝は東側から建物外へと続く排水溝と
なっている。また、建物周囲には SX01・02 が SI01 を取
り巻く位置に分布しており、周堤外縁を示しているとみ
られる。建物壁面に接して完形の甕が倒立の状態で出土
した。甕が出土した埋土は焼土上に堆積したものと判断
できるが、甕口縁は一部周溝埋土にもかかっている。時
期は弥生時代後期である。
　竪穴建物はほかに SI02 ～ 04 があり、全部で 4棟を検
出した。4 棟は重なり合っており、SI02 ～ 04 は東半分
が削平されているなど遺存状態は良好ではないが、建物
の直接的な切り合いと、各建物からの排水溝によって構
築順序が想定できる。建物と排水溝の関係を整理してお
くと、SI01 の排水溝を切る SD05 は SI04 の排水溝、SI01
の排水溝に切られる SD06 は SI03 の排水溝、SD07 は
SI02 の排水溝と考えられる。以上の点から建物は、古い
方から順に SI03 → SI01・SI02 → SI04 と変遷したと判断
できる。SI01 と SI02 は直接的な切り合いがなく、溝が
合流していることから併存の可能性がある。また SI02 は
周溝が 2条検出でき拡張して建て替えられたと考えられ
る。さらに SD04 の存在から調査区外にも竪穴建物が想
定できる。
　SX03 は調査区中央において検出した大規模な土器溜
まりである。12m×11m の不整方形の範囲に土器・石
器を廃棄している。本遺構は、小規模な開析谷へと向か
う地点に位置するが、傾斜は緩く平坦である。西側では
明らかな段差や不整形な落ち込みが認められ、その底面
からも土器が出土した。遺物が含まれる埋土は、均質で
キメの細かい粘質土で、有機物の痕跡とみられる炭化物
や地山の砂質土の混入が認められる。遺物の分布は重層
的ではなく、平坦に一面に広がっている。土器以外では、
破損した太型蛤刃石斧、柱状片刃石斧、扁平片刃石斧等
が出土している。本遺構は土器の廃棄としては規模が大
きく、祭祀の可能性も視野に入れて検討する必要がある。

( 柴田圭子 )

SI01 〜 04　完掘状況

SX03　遺物出土状況 1

SX03　遺物出土状況 2

SX03　石斧出土状況
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7.古
こ や

谷犬
いぬやまたに

山谷古墳
１　所  在  地　　今治市朝倉古谷乙 81-1
２　所属時期　　古墳時代
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 8 月
      　～平成 23(2011) 年 9 月
４　調査面積　　150 ㎡
５　調査原因　　多岐川総合流域防災工事
６　担  当  者　　眞鍋昭文　中野邦子
７　調査概要

　本古墳は今治市朝倉古谷に造営された古墳時代中期の
方墳である。古墳は多岐川左岸の丘陵尾根先端部に位置
する。周辺は古墳の密集地であり、本古墳の眼下には古
墳時代後期から終末にかけての群集墳で県指定史跡の多
伎宮古墳群が造営されているほか、式内大社である多伎
神社が鎮座する。
　古墳の前面には多岐川によって形成された扇状地が広
がる。この扇状地は約 1km×800m程度と小規模ながら、
その縁辺部に比して高燥な地形環境にあり居住するには
好適地となっている。過去に実施された圃場整備の際の
調査でも、弥生時代以降連綿と遺跡が営まれていたこと
が知られており、多岐川周辺一帯の古谷地区に古墳を造
営した母集団の居住域となっていたものと考えられる。
　調査の結果、古谷犬山谷古墳は一辺約 10mの方墳で、
墳丘中央部から東枕で南北に並置された二基の箱式石棺
が検出された。
　墳丘の形成は地山整形による。尾根線を堀切状に分断
し、周溝を設けて尾根から独立した墳丘を削り出す。周
溝の幅は 1.2 ～ 2.0m で、長さ約 13m を測る。周溝の北
端部底面は階段状を呈する。溝底は背後の傾斜面との比
高 1.6m、墳丘側との比高 0.7m を測る。墳頂部は築成時
には水平面であったものと考えられるが、調査時は 6～
13% の勾配で、北石棺墓坑の西端が約 60cm の深さであ
るのに対し、東端では 20 ～ 30cmに過ぎず、石棺蓋石が
ほとんど露出した状態であった。墳頂部の土砂が流失し
た結果であるが、盛土の痕跡は遺存しておらず、もとの
墳丘が地山を削り出すことのみで成形されたのか、盛土
を伴った物であったのかは不明である。
　二基の石棺はほぼ平行して並置されているが、墓坑の

位置図

近景（多岐池堰堤より）

北石棺粘土目張り除去後

墳丘からの眺望
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位置わずかに東西方向がずれているほか、墓坑の深さも
南石棺の方が深いなど、完全に対称ではない。このこと
は同時埋葬ではなく、初葬と追葬の間に時間的空白が存
在したことを示している。
　南北両石棺内からは副葬品として直刀が出土し、人骨
の一部も遺存していた。直刀は北石棺では被葬者の右脇
に一振り、南石棺では左右に一振りずつ、さらに南石棺
の被葬者の胸あたりの覆土中からはガラス玉も出土し
た。人骨は北石棺では頭骨と大腿骨の一部が、南石棺で
は頭骨と腰椎・寛骨・恥骨・脛骨が遺存していた。南石
棺の被葬者は恥骨下角の形状から男性と判別している。
また、南石棺内部には側壁や小口にベンガラが付着し、
さらに蓋石天井部には顔料を含んだ有機物が残存してい
た。また、北石棺では北壁沿いに、南石棺では両側壁沿
いに小石を精美に立て並べるなど、全国的にも希有な構
造であることが確認された。そのほかにも石棺を囲堯す
るように石材が配置されるなど、内外に特異な構造をも
つ。
　石棺相互のシンメトリーな配置から、古墳を造営して
第一被葬者を葬る時点で、もう一人を葬ることが織り込
み済みであったのは自明である。両被葬者の埋葬順を直
接的に知ることは難しいが、墓坑の規模 ( 深さ )、石棺自
体の大きさ、石材の大きさ、赤色顔料の有無、副葬品数
などの点で、南石棺に優位性を示す要素が多いことから、
現時点では南石棺が初葬である可能性が高いと考えられ
る。
　同一墳丘上に埋葬された二基の石棺の被葬者は、極め
て近しい間柄の人物と考えられるが、その具体的な関係
は社会の根底をなす家族制度の有り様を示す極めて重要
な事象と考えられている。古墳時代中期における家族制
度の変容は古代国家の成立と表裏であると考えられるか
らである。
　今回の調査で得られた数々の事象、南石棺天井石の付
着物、石棺構造、人骨、副葬品、等々は当該地域におけ
る葬送儀礼や葬制を知る重要な手がかりであると同時
に、地域の特性のみならず、地方における社会変容の具
体相を示す極めて貴重な資料と評価できる。

( 眞鍋昭文 )

北石棺内埋土除去後

全景（蓋石除去後）

南石棺内埋土除去後



―�30�―

8.国
こ く ぶ

分才
さいざき

嵜遺跡
１　所  在  地　　今治市国分 6丁目
２　所属時期　　弥生時代～中世
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 4 月
４　調査面積　　27 ㎡
５　調査原因　　県道桜井山路線改良工事
６　担  当  者　　眞鍋昭文　中平秀仁
７　調査概要

　本遺跡は今治市国分に所在する。今回の調査範囲はそ
の全体が谷の中に位置しており、複数時期の遺物が層位
的に出土した。各層より出土した遺物は下層より順に、
弥生時代前期 (IV 層 ) →弥生時代後期 (III 層 ) →古代～中
世前半期 [10 ～ 13 世紀頃 ](II 層 ) と整理することができ
る。III 層は静水下で堆積し、有機物を多量に含んで黒色
を呈する細粒堆積物であり、谷の最終堆積物と考えられ
る。II 層は中世以降の水田層であることから、谷の埋積
がほぼ完了した古代以降に水田としての利用が始まった
と考えることができる。
　過去数次におよぶ桜井山路線関連の発掘調査の中で、
当遺跡の南西約 150m に位置する国分壱町地遺跡の調査
では、今回同様に谷の堆積土から弥生時代前期から中世
にかけての遺物を検出している。国分才嵜遺跡を含む唐
子台丘陵南西麓周辺においては、郷桜井堀遺跡からも遠
賀川系土器が出土するなど、一連の調査において弥生時
代前期の遺物が遍在している状況が明らかとなってきた。
　今治平野の中でも特にこの地域に選択的に弥生時代前
期の遺跡が営まれるという現象は、小規模な谷や微高地
が複雑に入り組み、後背湿地の埋積によって水田農耕に
好適な地形環境が準備されるなど、初期水田農耕と居住
に必要な地形環境が整っていたことがその要因のひとつ
として重要であったためと考えられる。

( 眞鍋昭文 )

遠景

基本層序

完掘状況

位置図
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9.西
にしやま

山奥
おくたに

谷遺跡2次調査
１　所  在  地　　今治市菊間町西山443番地2
２　所属時期　　縄文時代・中世
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 5 月
� � � 　～平成 23(2011) 年 7 月
４　調査面積　　454 ㎡
５　調査原因　　県道才之原菊間線建設工事
６　担  当  者　　眞鍋昭文　中野邦子　中平秀仁
７　調査概要

　菊間町南西部、長坂川上流の西山に営まれた縄文時代
および中世の遺跡である。遺跡は長坂川開析谷の谷口右
岸の傾斜地に立地する。
　縄文時代では後期初頭の中津 I 式に併行する時期の遺
物がまとまって出土した。検出した遺構は土坑 1基にと
どまるが、安定した包含層が調査区外へ続くことや、今
治市が実施した西山集会所の建て替えに伴う調査でも該
期の遺物が出土していることなどから、遺跡は調査地点
以北の緩傾斜地に広範に展開しているものと予測でき
る。出土した遺物では安山岩製の石器類が注目される。
安山岩は近傍に名石山・高仙山・無宗天山など、瀬戸内
火山岩類の岩頸が露頭していることから、これらのいず
れかから採取可能な石材であると考えられる。遺跡には
自然礫状態の石核素材が持ち込まれ、残核や礫面を残す
調整剥片類は出土しているが、素材剥片や製品などを欠
く。こうした現象は原産地遺跡としての性格を示すもの
であり、在地石材を利用した地域的な流通システムが存
在していた可能性を示唆するものである。
　中世では 12 世紀後半から 14 世紀初頭にかけての遺
構・遺物を検出した。遺構は屋敷地を区画する溝や石列
と多数の柱穴群であるが、具体的な建物配置は検証でき
なかった。遺物では在地の土師器杯皿や土鍋・土釜類の
ほかに、多量の畿内産瓦器や完存品を含む青磁碗などの
輸入陶磁器などが出土している。古代末から中世にかけ
ての菊間町は「菊万荘」と称される寄進地系荘園であり、
京都上賀茂神社社領として、その経営権をめぐって京都
と密接に関係していた歴史がある。今回出土した遺構や
遺物は、こうした荘園経営との関係性の上で理解される
得るものとして評価できる。
� ( 眞鍋昭文 )

遺跡遠景

遺物出土状況

完掘状況

位置図



―�32�―

10.北
きた

井
い ど

門遺跡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 23(2011) 年 9 月 1 日
� � � 　～平成 23(2011) 年 9 月 30 日
４　調査面積　　623 ㎡
５　調査原因　　一般国道 33 号松山外環状（松山市）
　　　　　　　　関連道路建設
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。2次調査は平成 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、近代
の各種遺構・遺物が確認されている。
　今年度の調査区は、現在までに現道として残されてい
た箇所で、2次調査 3区の拡張部分として行われた。調
査区内の約半分の面積が既に削平を受けており、遺構・
遺物の残存は調査区西側の部分的な範囲であった。東側
には 5層と呼称する、下部の沖積低地堆積物である砂礫
層が現れ、この状況からは既に多くの遺構が失われてい
ることが確認された。確認された遺構は弥生時代前期、
近世、近代の 3時期のもので、これは先行して行われた
調査区の成果と同様なものである。
　弥生時代前期の遺構は柱穴状遺構 1基のみで、遺構内
から弥生土器が 1点出土している。この調査区の南側で
は、先行して行われた調査によって同時期の溝や土坑が
確認されており、この段階における遺構の拡がりを確認
することができた。近世では 3基の柱穴と 1基の土坑を
確認しており、これについても先行して行われた調査と
同じ段階と考えられる。なお、建造物を構成する柱穴は
認められていない。近世の遺構には、土師質の井戸枠を
連結した井戸が確認された。時期の特定は難しいが、昭
和 20 年代以降のものと考えられる。
　今年度の発掘調査で、北井門遺跡 2次調査はすべての
調査工程を終了した。これまでに縄文時代後・晩期、弥
生時代前・後期、中世、近世、近代における各時期の遺
構・遺物が確認され、その内容も松山平野における指標
的な資料や、新たな見識を必要とする遺物もあった。こ
れらの所見は今後の調査研究に大きく貢献できる成果で
あり、新たなる見解を期待できるものであろう。(多田�仁 )

位置図

井戸の検出状況（3区）

近世・近代の遺構（3区：北西より）

遺構検出状況（3区：西より）
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11.北
きた

井
い ど

門遺跡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～中近世
３　調査期間　　平成 23(2011) 年 4 月～ 6月
　　　　　　　　平成 24(2012) 年 2 月～ 3月
４　調査面積　　263 ㎡
５　調査原因　　県道久米垣生線建設工事
６　担  当  者　　眞鍋昭文　三浦由美子　東眞己
� � 　菊池公作
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。遺跡は内川が運搬した細粒堆
積物によって、重信川低位段丘面に形成された微高地に
立地する。
　発掘調査は平成 20 年に着手し、今年度で 4 ヶ年目と
なるが、県道久米垣生線建設を原因とする調査としては
今年度をもって完結した。今年度調査を実施したのは 19
区と 20 区である。いずれも、過年度に調査を実施した 1
区・6区・17 区の南に隣接する。調査の結果、過年度調
査で検出している遺構の延長部を確認した。検出した遺
構や遺物は主に縄文時代後晩期・弥生時代後期・中近世
の三時期にかけてのものである。
　縄文時代では土坑 2 基 (SK4・SK5) を検出したほか、
包含層 (IV 層 =黄褐色シルト層 ) から一定量の遺物が出
土した。弥生時代では溝 3条 (SD2 ～ 4) を、中近世では
土坑 (SK6) を検出した。SD3 には多量の弥生土器が廃棄
されていたが、堆積層から当初は通水のために構築され
た溝であり、ある段階で目的を喪失して土器の廃棄場と
なったものと考えられる。
　そのほかに谷地形も確認している。下層から縄文時代
後晩期の、最上層から古墳時代の遺物が出土しているこ
とから、谷の埋積が完了したのは古墳時代になってのこ
とと考えられる。
　今後は遺構や出土遺物の分析を進め、平成 24 年度に報
告書を刊行する予定である。
� ( 眞鍋昭文 )

位置図

19B区　完掘状況

SD3　遺物出土状況

IV 層　遺物出土状況
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12.旗
は た や

屋遺跡Ⅱ
１　所  在  地　　伊予市上三谷
２　所属時期　　古代～中世
３　調査期間　　　　平成 23(2011) 年 10 月
� � � ～平成 24(2012) 年 1 月
４　調査面積　　1,050 ㎡
５　調査原因　　砥部伊予松山線改良工事
６　担  当  者　　池尻伸吾　中野邦子
７　調査概要

　本遺跡は大谷川左岸に位置し、山麓部に形成された扇
状地扇端部と沖積低地の境目付近に立地する。今回調査
を実施した旗屋遺跡IIは1990年に伊予川内線建設に伴っ
て調査を実施した旗屋遺跡 I の北側隣接地に位置し、旗
屋遺跡としては 2回目の調査となる。
　検出した遺構は竪穴状遺構 1棟・土坑 9基・溝 8 条・
柱穴 64 基・自然流路 5 条である。自然流路を除く遺構
は全てが南側に位置する 1～ 3区に分布し、北側の 4・5
区では自然流路のみの検出に留まった。流路は蛇行しつ
つ南から北へ流れるもので、埋没時期が古代のものと中
世のものがある。各流路ともに埋積土中には周囲から流
入したとみられる土器片が出土しており、上流の隣接地
に集落が存在する可能性が想定できる。また、古代の流
路跡である SR2 では木錘のほか、住居の部材を転用した
ものと考えられる小規模な堰状の構造物が、また、中世
の流路跡からは土器片とともに人骨や動物骨が少量出土
している。
　1～ 3 区では、古代および中世の集落跡の一部が確認
された。古代の集落は 1～ 3 区に跨るもので、竪穴状遺
構 1 棟・土坑 7 基・溝 4 条・柱穴 53 基が検出され、更
に集落範囲は 1～ 3 区の南北方向へ広がりを持つ。集落
の構造は調査区が狭小であったため判然としないが、竪
穴状遺構とした SI1 は構造・出土遺物等特異な点が多い。
SI1 は円形プランを持つ推定径 9mを超える大型の遺構
で、同時期の竪穴建物と平面形・規模の面で一致しない。
また、壁面の勾配は緩やかで周壁溝がなく、床面には凹
凸が著しいうえ湧水するため、住居の機能は想定しにく
く、上屋構造が想定できる柱穴配置も確認できない。ま
た、出土遺物には完存品に近い灰釉陶器壺や鞴の羽口、
牛もしくは馬の臼歯のほか、多数の土師器・須恵器・黒
色土器が出土している。動物骨や使用後の鞴羽口の破片

5m0

1    :    25,000

4a

4b

5a区

5b区

1区

位置図

3区 SI1　遺物出土状況

3区 SI1　完掘状況

3区 SK3　遺物出土状況
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の存在から、SI1 は廃棄土坑である可能性も考えられる
が、本遺構の機能に関しては類例の照合を行ったうえで
検討する必要がある。いずれにしても、SI1 には鞴羽口
の使用後の欠損品が含まれることから、鍛冶や製鉄との
関連性が当然想定される。また、SI1 埋土の中位付近に
は炭化物を多量に含む層が確認されており、それらとの
関連性をより強く暗示している。出土した灰釉陶器壺に
関しては、残りの良い優品で、当該期においては非常に
奢侈性が高く、本遺跡の遺構群形成に上位階層が何らか
の形で介在した可能性を指摘できる。時期は灰釉陶器壺
がK90 窯式から O53 窯式と考えられることや組成に黒
色土器A類椀が含まれること、須恵器・土師器の年代観
から、9世紀末から 10 世紀初頭頃と考えられる。
　中世では、土坑 2基・溝 4条・柱穴 12 基を検出した。
古代同様、集落構造等の詳細は不明であるが、土坑のな
かには土坑墓 (SK3) と考えられるものも含まれており、
当該期の葬制を検討するうえで有用な資料が得られてい
る。SK3 は直径 50 ～ 60cmの円形土坑で、埋土中には供
献された瓦器椀・鎧通・砥石が確認された。時期は副葬
された和泉型瓦器椀の年代観から 13 世紀後半から 14 世
紀初頭頃と考えられる。4・5区に存在する自然流路の遺
物は、これら 1～ 3区のものと比較してより新しく 15 世
紀を中心とする。本遺跡の遺構は 14世紀を前後する時期
のものと考えられ、それ以降には連続しないが、自然流
路に流入した遺物の年代観をみると、後続する時期の集
落も本遺跡周辺に展開している公算が高い。
　本遺跡周辺では、過去の調査で古代寺院もしくは古代
官衙との関連性が想定された平松遺跡が存在する。平松
遺跡では「造硑」・「沼田郡」の刻書円面硯が出土しており、
「硑」は硯生産との関連性が、「沼田郡」は当時、家政機
関が置かれていた安芸沼田郡との関連性が指摘されてい
る。その内実は現状での数少ない資料からは判然としな
いが、古代の当地域に官衙や寺院、今回の出土資料から
その存在が予想される鉄・鉄器生産施設が存在する可能
性は極めて高く、今後、本遺跡の出土資料の詳細な検討
と周辺遺跡を併せた面的な理解によって、本遺跡と周辺
域の持つ歴史的意義や位置付けを考察する必要がある。

( 池尻伸吾 )

自然流路遺物出土状況

2区　遺構検出状況

4区　自然流路 ( 古代 )

5 区　自然流路 ( 中世 )
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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 167 集から第 173 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。

「北井門遺跡 4次調査」
　松山市北井門町に所在する北井門遺跡 4次調査の報告書である。調査地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。
　調査では縄文時代後期の包含層、近世から近代にかける遺構 ･遺物が検出された。また土層断面
の検討から、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ことがわかった。さらに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た。( 柴田昌児 )

「本郷遺跡 3次・滝の宮遺跡」
　新居浜市所在する本郷遺跡 3次と滝の宮遺跡の報告書である。本郷遺跡は今回の調査が 3次調査
となる。本郷遺跡は大生院台地東端に位置する古代の遺跡で、1・2 次調査では棟筋を揃えた掘立
柱建物群や火葬遺構等が確認されており、官衙関連遺跡と目されている。今次調査では、上記と有
機的関連性をもつ掘立柱建物等を検出している。考察では建物配置・機能別遺物組成・火葬墓の検
討をおこない、本遺跡が官衙関連遺跡である可能性を指摘したが、その具体的性格については調査
区内で遺跡が完結せず、遺跡全体の構造把握が不可能であったこともあり充分には明らかにし得な
かった。
　滝の宮遺跡は新居浜平野西部に張り出した金子山山地の東麓、金子氏居館跡推定地として著名な
慈眼寺東隣に位置する。縄文時代から中世にかけての散布地および集落跡で、中世集落は 13 世紀
～ 15 世紀頃に比定される。地理的・時期的にも当地の有力な国人領主である金子氏との関連性が
想定されるが、調査区が狭小であったため、集落の構造や金子山城および金子氏居館跡との関連性
の実態は不明である。� ( 池尻伸吾 )

「上分西遺跡・上分西遺跡乗安地区」
　四国中央市上分町に所在する上分西遺跡の報告書である。調査地は宇摩平野東部の金生川と契川
によって形成した扇状地東側扇側部に立地している。
　上分西遺跡は縄文時代後期の良好な包含層を検出し、下層遺構として古墳時代初頭～前期前半の
集落が展開し、8世紀の水田跡を検出した。乗安地区では下層遺構として溝・流路帯を検出し、そ
れに規制されながら弥生時代後期後半と 8世紀に居住領域が展開した。弥生時代後期では九州型石
錘とともに鍛冶素材と考えられる鉄器・鉄片がまとまって出土した。8世紀では円面硯や土馬が出
土し、官人の存在を暗示している。乗安地区を含めた上層遺構は 11 世紀から 15 世紀にかけて居住
域を移動しながら集落を形成した遺跡である。中世前期には、大型建物や区画溝が形成され、柱穴
祭祀も多数行われ、中心的な集落として展開した。� ( 柴田昌児 )
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「国分才嵜遺跡」
　今治市国分に所在する国分才嵜遺跡の報告書である。調査地点は谷の中で、人為的な遺構は検出
していない。谷の堆積層から弥生時代前期・弥生時代後期・古代・中世の遺物が少量出土している。
調査地は国分寺に近接するが、国分寺に直接関連するような遺構・遺物は特には見られない。
� ( 眞鍋昭文 )

「西山奥谷遺跡 2次」
　今治市菊間町西山に所在する西山奥谷遺跡の報告書である。調査地は長坂川上流域の谷口付近に
営まれた縄文時代と中世の遺跡である。居住地とするには不適格と思える立地環境であるにもかか
わらず、多量の畿内産瓦器や輸入陶磁器などが出土し、12 世紀後半から 14 世紀初頭という限られ
た時期にのみ営まれた屋敷が存在したことが明らかとなった。報告書では、その存続期間や立地の
特殊性、あるいは遺物の傾向などから、中世の西山奥谷遺跡が京都上賀茂神社社領である菊万荘の
実効支配権をめぐる動静の中で盛衰した遺跡である可能性について言及した。� ( 眞鍋昭文 )

「石手村前遺跡 2次・3次」
　松山市石手に所在する石手村前遺跡の報告書である。平成 21 年度と 22 年度の二ヶ年かけて実施
した発掘調査についての報告である。調査では古代末から中世にかけての遺構・遺物を検出ている
が、最盛期は 14 世紀代で、土坑・溝・柱穴などを多数検出した。なかでも土師器供膳具完存品が
多量に出土した廃棄土坑 (SK8) や土坑墓 (SK28) が注目される。遺跡は湯築城の大手に位置し、石
手寺に近接することから、僧坊などの寺院関連諸施設の検出が期待されたが、調査区幅が限定され
ていることもあって、確実な建物配置は確認されていない。しかしながら、瓦・長方硯・刻書瓦 (「□
万」か？ )・白磁四耳壺・青磁貼花双魚文皿などの出土は、寺院との関連や識字階層の存在、有力
者層の関与などを窺わせるものである。� ( 眞鍋昭文 )

「本郷遺跡 2次・喜来遺跡」
　新居浜市に所在する本郷遺跡 2次と喜来遺跡の報告書である。本郷遺跡の調査では主に 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 2棟の掘立柱建物と 1基の土坑
と 35 基の柱穴・小穴を検出した。本郷遺跡 1次調査の建物群とほぼ建物主軸方向や構成柱穴規模
が類似することから同時期と考えられる。第 2面目は遺構の確認は出来なかったが、遺物では布留
系の甕や弥生後期末の土器が見つかっており、近隣に遺跡が存在する可能性を示唆する資料を得た。
　喜来遺跡の調査では主に 7世紀後半から 8世紀代にかけての遺構・遺物を検出した。遺構では近
接し合い、各々が複数回改築された竪穴建物群や北流する 4条の自然流路や、底面に土師器鍋が埋
納された可能性が考えられる土坑などを検出した。遺物では自然流路内より須恵器椀や陶硯片、愛
媛県初の〝権状石製品〟( 復元するとほぼ 1両を測る定量の秤の錘 ) が検出したことが注目される。
� ( 土井光一郎 )
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平成 23(2011) 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 167 集 平成 23(2011) 年 4 月
北井門遺跡 4次調査
−四国縦貫自動車道松山 IC関連工事に伴う埋蔵文化財調査報告書−

235.5

第 168 集 平成 23(2011) 年 11 月
本郷遺跡 3次・滝の宮遺跡
− 3・4・4西町中村線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 2−

2,755

第 169 集 平成 23(2011) 年 11 月
上分西遺跡・上分西遺跡乗安地区
−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　第 2集−

15,798

第 170 集 平成 24(2012) 年 3 月
石手村前遺跡 2次・3次
−一般県道六軒家石手線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 2−

990

第 171 集 平成 24(2012) 年 3 月
国分才嵜遺跡
−一般県道桜井山路線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 5−

27

第 172 集 平成 24(2012) 年 3 月
西山奥谷遺跡 2次
−一般県道才之原菊間線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書−

454

第 173 集 平成 24(2012) 年 3 月
本郷遺跡 2次・喜来遺跡
−一般国道 11 号新居浜バイパス ( 新居浜市 ) 関連埋蔵文化財調査報告書−

1,764

朝倉南今若遺跡現地説明会
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共同企画展 ( 展示解説 )

共同企画展 ( 講座状況 )
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Ⅱ− 5　資料調査

三本木集落南丘陵出土の鏡について

　愛媛県総合運動公園で実施した、「平成
23 年度埋蔵文化財里帰り展」が終了し、
展示資料の引き上げを実施していたとこ
ろ、公園の戸嶋園長さんから「運動公園
職員の家にも古い物があるらしいので見
てもらえないか」との要望がありその資
料を見せていただくこととなった。
　10 月 20 日、職員の宮内勘一さんが薄い
紙袋に入った資料を持ってこられた。私
が想定していた資料は「運動公園周辺な
ら須恵器か弥生土器だろう。」という程
度であったが明らかに器のたぐいではな
いものを想像せざるを得ない薄い紙袋で

あった。その上、袋の表面には円形の型がついており、「鏡だ！」と思いながらその動揺を隠し見
せていただくこととなった。

上の地図は明治 38 年のもの
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　袋から取り出されたのは紛れもない青銅鏡であった。その鏡は私の記憶にある県内出土鏡ではな
く全く新規のものだった。

　「どうして持たれていたのです
か。」の問いに、「私の家の墓地
に置いてあったものと聞いてい
ます。たぶん、周辺で開墾等が
あった際にじゃまになって置か
れていたものではないか。」と
のことであった。後日、墓地へ
行ってみるとその横には明らか
に古墳と判る高まりが認められ
る。その規模は直径約 10 ㍍高さ
2㍍程度である。その位置は、松
山市中野町と津吉町の境にあり、
中野町の養下池と津吉町の原池
の間にある小規模の丘陵上であ
る。遺跡台帳では、『松山市№
145 長生池の上遺物包蔵地』とさ

鏡出土推定地点の古墳推定地
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れている範囲の僅かに北側で
あり、周辺には矢谷古墳群が
所在している。しかし、古墳
を想定できる丘陵部は遺跡台
帳の遺跡の範囲には入ってい
ない。古墳そのものの状況は
後日詳細な検討が必要と思わ
れるが今回はとりあえず保管
されていた鏡について概況を
記しておくこととしたい。
　 鏡 は 直 径 15.4 ㎝、 重 さ
276.63 ㌘で一部破損している
が外周はすべて残っている。
斜縁の半円方帯三神三獣鏡で
ある。鏡面は凸面であり縁端
部の反りは 2.5 ㍉から 3.9 ㍉で
ある。円形紐で紐座外帯は円
圏・重弧文、その外側に直径3.6
㌢と 7.1 ㌢の界圏が巡り、こ
の円圏内（内区）に三神三獣
が描かれている。一見して神
獣と判断できるが詳細な部分
の表現はなく神象像も頭部の
形状で「三山」の形状が僅か
に判断できることから『東王
父』と考えられる程度である。
獣像はすべて左向き時計回り
に歩を進め神像・獣像の間に
は乳が円座とともに配されて
いる。神獣が描かれた部分に
は細く唐草文状の文様が施さ
れている。その外周には半円
方帯が巡り半円と方帯の間に
は珠文が施されている。その
外方は鋸歯文となり外方がや
や厚くなっている。鋸歯文の

外周は櫛歯文、さらの外周には二渦の菱雲文施されている。
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鏡の部分写真
上：内区及び紐座　
中：神像・獣像
下：櫛歯文・菱雲文

　観察の状況を箇条書きにすると次のようになる。
　　　　　神像は「三山冠」と考えられ 3体ともに東王父
　　　　　半円方帯に文字の表現がない。
　　　　　半円方帯の珠文が規則正しい。
　　　　　内区の唐草状の文様が明瞭である。
　　　　　神獣の表現が不明瞭である。
　　　　　内区の乳座が不明瞭である。
　　　　　鋸歯文の先端部がふさがっていない。
　　　　　櫛歯文は精緻な部分もあるがだらけている部分がある。
　　　　　菱雲文の掘り込みが丸みを帯びている。
　　　　　紐孔が方形である。
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　以上のように各文様に鮮明さを欠いており「フミカエシ」と考えられ、古墳時代前期末の画文帯
神獣鏡の系譜をひくもので 4世紀代に国内で造られ 4世紀末か 5世紀初頭に古墳に副葬されたもの
と考えるのが妥当と思われる。しかし、詳細は不明のままである。
　この鏡を実見された鏡の研究者である当センター理事の名本二六雄氏からは「画文帯神獣鏡と三
角縁神獣鏡の要素を兼ね備えており、神獣像周辺の表現などから古墳時代前期末に畿内の鏡工房で
作成されたものと考えられる。本来の神像の持つ意味や文字などは理解できなかったのか正確な表
現はできていない。しかし、当時この様な鏡を所有することは珍しく、本来なら前方後円墳など地
域の首長墳に副葬されても不思議ではない鏡である。」との意見をいただいた。
　類似する鏡には広島県白鳥神社境内古墳、岡山県鶴山丸山古墳、大阪府板持丸山古墳などが上げ
られる。

　また、櫛歯文や菱雲文の部分に赤色顔料の付着があり、徳島県立博物館で魚島さんに分析してい
ただいたところベンガラであることが判明、さらに、レントゲン撮影により外見上よりも劣化が進
んでいることも判明した。鏡面に付着している粘性土から粘土槨または竪穴式石槨の粘土床などに
密着した状態で副葬されていた可能性を示している。
　いずれにしても、この様な資料が人知れず保管されていたことへの驚きとともに、倭鏡ではある
が副葬するとすればやはり首長クラスの古墳を考えたい資料であることから、古墳時代中期あるい
は前期末に松山市中野町、旧国郡では伊予国浮穴郡に未知の首長系列の存在を伺わせる資料であり、
古墳時代の愛媛県内の動向を考える上で、今後、注視する必要のある場所として新たな地域が加わっ
た意義は極めて重要と考える。
　本資料については、宮内氏の了解を得てしかるべき保管場所を検討したい。
　文末になりましたが、今回の鏡の見学機会を与えていただいた戸嶋園長さん・宮内勘一さんにお
礼申し上げるとともに、名本二六雄氏・吉田広氏を通じてご意見をいただいた樋口隆康氏、大手前
大学森下章司氏など鏡研究者の方々に深く感謝する次第です。
� （岡田敏彦）

分析結果
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