
2016年6月

公益財団法人　愛媛県埋蔵文化財センター





はじめに

　本書は、当センターが平成27年度に実施した受託事業や自主事業などの概要をとり

まとめたものです。

　本書には、受託事業として発掘調査を実施した6遺跡の概要を掲載しています。昨年

度は今治道路と松山外環状道路空港線という道路建設に伴う調査を中心に行い、各遺

跡において特色ある成果をあげることができました。今治道路の発掘調査では、新谷

石ヶ谷古墳群において古墳時代後期の古墳を4基調査し、横穴式石室からは被葬者の人

骨や、副葬品として鉄刀、馬具、耳環や管玉、勾玉など多数の遺物が出土しました。また、

新谷赤田遺跡では、弥生時代の竪穴建物から鉄片や鉄滓など鍛冶に関係する遺物が出

土し注目を集めました。さらに、松山外環状道路空港線の余戸中ノ孝遺跡3次では、海

岸に近い標高3mの低地において、弥生時代から古墳時代にかけての竪穴建物や溝など

の遺構が密集して見つかり、松山平野の集落立地を再考すべき情報が得られました。

　また、本書では、当センターが自主事業として実施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。

　本書が地域における歴史や考古学研究の資料として活用され、県民の方々に埋蔵文

化財保護の重要性に対する理解と、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、御指導、御協力いただきました関係

諸機関ならびに関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。

� 平成28年6月

� 公益財団法人　愛媛県埋蔵文化財センター
� 理事長　　前園　實知雄
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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27（2015）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：柱穴・小穴・ピット　SR：自然流路　ST：土坑（壙）墓　SU：集石遺構
�　SX：不明遺構　SM：古墳
�7�本年報の編集は、柴田圭子・藤本清志・富山亜紀子が行った。
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Ⅰ　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターの
　　　　　　　　　　　　組織および事業の概要
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Ⅰ− 1　組織の概要

１.設立目的
　「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、後世に守り伝えることは、歴史と風土に根ざした豊かな社会を
維持発展させるうえにきわめて重要である。特に、埋蔵文化財の保護は、我が県土開発の進展の中で、
今日ますます大きな問題になっている。
　当法人は埋蔵文化財の調査研究をおこなうとともに埋蔵文化財の保護思想のかん養と普及を図
り、地域文化の振興に寄与することを目的として設立する。」（センター設立趣意書より）

２.沿革
昭和52（1977）年� �5月24日� 設立発起人会議を開催
� �5月31日� 愛媛県教育委員会へ設立許可申請書を提出
� �6月��9日� 愛媛県教育委員会が設立許可
� � 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� 松山地方法務局で設立登記
昭和53（1978）年� �1月��1日� 調査員2名を採用し、発掘調査を開始
� �4月��1日� 伊予郡砥部町に整理事務所開設（借地）
昭和55（1980）年� �4月��1日� 県から教員を調査員として派遣
� �7月18日� 事務局を愛媛県庁第二別館へ移転
昭和57（1982）年� �8月��1日� 徽章を制定
平成元（1989）年� �4月��1日� 県から担当主任を派遣
平成２（1990）年���4月��1日� 事務局を県庁第一別館へ移転
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
平成８（1996）年���3月11日� 松山市衣山に整理事務所を開設
平成９（1997）年���4月��1日� 組織改正により総務課、調査課、調査第一係、調査第二係、調査第三
� � 係の2課3係を新設
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
� � 事務局を県庁第二別館に移転
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受託、組織改正により総務課

に企画普及係を新設、事務局を県庁第一別館に移転
平成15（2003）年� �4月��1日� 事務局を愛媛県三番町ビルに移転
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
平成18（2006）年� �3月31日� 道後公園（湯築城跡）の管理運営受託終了
� �4月��1日� 組織改正により総務課の企画普及係および調査課の調査第三係を廃止
平成21（2009）年� �4月��1日� 組織改正により総務課に総務係を新設
平成23（2011）年� �4月��1日� 組織改正により調査課に担当課長、担当係長を新設
平成24（2012）年� �4月��1日� 公益財団法人�愛媛県埋蔵文化財センターへ移行登記
� � 組織改正により調査課に普及係を新設
平成25（2013）年� �4月��1日� 組織改正により調査課普及係を廃止し、資料係を新設
平成28（2016）年� �4月��1日� 組織改正により担当課長を廃止し、副課長を新設
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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27（2015）年度

� （平成28年3月現在）

理
　
　
事

理�事�長 前園�實知雄 奈良芸術短期大学教授、法蓮寺住職
奈良県立橿原考古学研究所特別指導研究員

常務理事 森川　保男 （公財）愛媛県埋蔵文化財センター事務局長

理　事

栗田　正己 松山大学教授
藤田　享 愛媛県教育委員会文化財保護課長
今井　俊朗 愛媛新聞社取締役執行役員

田城　武志 （公財）松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター所長兼松山市考古館館長

監　事 宇都宮�欣毅 税理士

評�議�員

下條　信行 愛媛県文化財保護審議会委員
名本�二六雄 愛媛考古学協会会長
池川　仁志 東温市教育委員会教育長
山下　剛志 愛媛銀行常勤監査役
三好伊佐夫 愛媛県教育員会副教育長

５.平成27（2015）年度組織および職員
　　　　　　　事務局長（兼）常務理事　森川保男
総務課　　　　総務課長　　　　　　　大西正善
　　　　　　　主任事務員　　　　　　河野有美
　　　　　　　事務員　　　　　　　　芳野伸吾
　　　　　　　事務補助員　　　　　　芝加納子
調査課　　　　調査課長　　　　　　　中野良一
　調査第一係　調査第一係長　　　　　柴田圭子
　　　　　　　資料係長　　　　　　　眞鍋昭文
　　　　　　　担当係長　　　　　　　三好裕之
　　　　　　　主任調査員　　　　　　西川真美　松村さを里　藤本清志
　　　　　　　調査員　　　　　　　　石貫弘泰　首藤久士　沖野実
　　　　　　　嘱託調査員　　　　　　岡田敏彦
　　　　　　　嘱託員　　　　　　　　松本美香　岡美奈子　増田晴美　田中いづみ
　　　　　　　調査助手　　　　　　　伊藤祐三　富山亜紀子　和氣彩花
　調査第二係　調査第二係長　　　　　多田仁
　　　　　　　主任調査員　　　　　　土井光一郎　池尻伸吾
　　　　　　　調査員　　　　　　　　石貫睦子
　　　　　　　調査助手　　　　　　　中野邦子
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Ⅰ− 2　事業の概要

１.受託事業（定款第４条第１項）
平成27（2015）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 松山管内埋蔵文化財調査 32,420 38,120 343,839,600

愛　媛　県 JR予讃線車両基地・貨物駅移転地埋
蔵文化財調査ほか 0 86,166 68,944,280

合　　　　　　　　計 32,420 124,286 412,783,880

平成27（2015）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 新谷石ヶ谷古墳群 今治市新谷 一般国道196号今治道路建設 調査第一係 弥生・古墳

2 新谷森ノ前遺跡2次 今治市新谷 一般国道196号今治道路建設 調査第一係 縄文〜近世

3 新谷赤田遺跡 今治市新谷 一般国道196号今治道路建設 調査第一係 旧石器・弥生・古墳・中世

4 新谷古新谷遺跡2次 今治市新谷 一般国道196号今治道路建設 調査第一係 弥生・古墳・古代

5 余戸中ノ孝遺跡3次 松山市余戸西 松山外環状道路空港線建設 調査第一係 弥生・古墳・中世

6 余戸柳田遺跡4次 松山市余戸西 松山外環状道路空港線建設 調査第一係 中世

２.普及啓発事業（定款第４条第１項第２号）

　埋蔵文化財保護思想の普及を図るため、次の事業を実施した。
（１）考古資料特別展等

　愛媛県と松山市との連携事業「古代いよ発掘まつり」の開催
　　主催：愛媛県埋蔵文化財センター、松山市埋蔵文化財センター
　　共催：愛媛県教育委員会、松山市教育委員会
　　開催場所：松山市考古館
　○速報展前期展「掘ったぞな松山2015」（見学者：3,468名）
� 開催期間� 平成27年7月18日（土）〜 8月30日（日）
　○速報展後期展「いにしえのえひめ2015」（見学者：1,420名）
� 開催期間� 平成27年10月31日（土）〜 12月27日（日）

　四国4県および松山市埋蔵文化財センターとの共催により四国内4会場で巡回展を開催した。
　○「第1回　四国地区埋蔵文化財センター発掘へんろ展」（見学者：7,626名）
� 主催団体� 四国地区埋蔵文化財センター発掘へんろ展実行委員会
� 開催期間� 愛媛会場� 平成27年4月25日（土）〜 7月12日（日）
� � � � � （松山市考古館　見学者：3,789名）
� � � 高知会場� 平成27年7月18日（土）〜 9月18日（金）
� � � � � （高知県立埋蔵文化財センター　見学者：1,645名）
� � � 香川会場� 平成27年9月30日（水）〜 12月24日（木）
� � � � � （香川県埋蔵文化財センター　見学者：679名）
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� � � 徳島会場� 平成28年1月12日（火）〜 3月13日（日）
� � � � � （徳島県立埋蔵文化財総合センター　見学者：1,513名）
� 展示内容� 「四国の黎明」
� 展示遺跡� 愛媛県：上黒岩岩陰遺跡、久米小学校構内遺跡、平城貝塚ほか
� � � 高知県：奥谷南遺跡、宿毛貝塚ほか
� � � 香川県：花見山遺跡、羽佐島遺跡ほか
� � � 徳島県：坊僧遺跡、矢野遺跡ほか

　愛媛県生涯学習センターとの共催により展示会を開催した。
　○「遺物から見た愛媛の中の韓国文化」（見学者：710名）
� 主催団体� 愛媛県生涯学習センター
� 開催期間� 平成27年6月20日（土）〜 7月26日（日）
� 開催場所� 愛媛県生涯学習センター企画展示室

　センター 1階展示室で展示会を開催した。
　○「幕末伊予の大名家　水都の明屋敷を掘る（西条藩陣屋跡）・なぞの土塀（宇和島藩御浜御殿）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（見学者：3月末現在180名）
� 開催期間� 平成27年7月6日（月）〜平成28年5月20日（金）

　今治市ふるさと美術古墳館で展示会を開催した。
　◯「経田遺跡　平形銅剣が埋納されたムラ」（見学者：1,013名）
� 開催期間� 平成27年7月5日（日）〜 9月27日（日）
� 開催場所� 今治市ふるさと美術古墳館　企画展示室

　西条市郷土博物館で展示会を開催した。
　◯「西条高校体育館建設に係る事前発掘調査に伴う出土品」（見学者：216名）
� 開催期間� 平成27年10月29日（木）〜 11月27日（金）
� 開催場所� 西条市郷土博物館

（２）講座開催事業

　発掘調査成果地域還元事業として、調査の状況を踏まえ、現地説明会、遺跡報告会を次の通り実
施した。

遺　跡　名 実　施　日 場　　所 参加人数
新谷石ヶ谷古墳群・
新谷赤田遺跡 平成27年12月13日 今治市新谷 400名

余戸中ノ孝遺跡3次 平成28年2月20日 松山市余戸西 67名
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　展示解説会「経田遺跡　平形銅剣が埋納されたムラ」の展示解説会を実施した。
� 　　実施日� 平成27年7月29日（水）（担当：松村さを里）
� 　　場　所� 今治市ふるさと美術古墳館

　歴史バスツアー（県市連携「古代いよ発掘まつり」関連事業）
　○一般バスツアーにより、今治の発掘現場等を見学した。
　　　今治市内の発掘調査現場等の見学（担当：県埋文センター）
� 　　実施日� 平成27年7月30日（木）（参加者：37名）
� 　　場　所� 今治道路新谷赤田遺跡など

「いにしへのえひめ2015」新谷森ノ前遺跡2次発掘速報展
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「発掘へんろ展」展示解説会

「愛媛の中の韓国文化」講演会
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センター 1階展示室

「幕末伊予の大名家　水都の明屋敷を掘る・なぞの土塀」

余戸中ノ孝遺跡3次地元説明会
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Ⅱ��事��業��報��告
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Ⅱ−1　受託事業の概要

１.調査第一係事業概要

　調査第一係の平成27年度事業は、国土交通省の松山管内埋蔵文化財調査では、今治道路の新谷石ヶ
谷古墳群・新谷森ノ前遺跡2次・新谷赤田遺跡・新谷古新谷遺跡2次、松山外環状道路空港線の余戸
中ノ孝遺跡3次と余戸柳井田遺跡4次の発掘調査を実施した。整理作業は今治道路の朝倉下下経田遺
跡・今若遺跡・古谷横枕遺跡・古谷立丁遺跡と、松山外環状道路空港線の余戸払川遺跡について行っ
た。
［発掘調査］

　新谷石ヶ谷古墳群では、石ヶ谷4〜7号墳の調査を行った。いずれも横穴式石室を持つ円墳である。
築造時期は明確にできないものもあるが概ね6世紀代と考えられる。これらの古墳は、石室構築に
あたり地山を階段状に掘り込んで開口部を形成し、羨道部が認められないという共通の特徴を持つ
が、開口部の方向は南と西方向に分かれ違いがある。4号墳と6号墳では人骨が出土し、床面の形成
状況からも追葬があったことが明らかとなった。須恵器や玉類、鉄器などの出土遺物も得られ、同
丘陵上で過去に調査を実施したツノ谷古墳や鹿の子古墳群とも比較しつつ、特徴を明らかにしてい
く必要がある。4年目となった新谷森ノ前遺跡2次は、現在まで道路として使用されていた箇所の調
査が残っており、それらを中心に実施した。谷部の調査であり、田舟や馬鍬とみられる木製品など
が出土し、新資料を加える事ができた。新谷赤田遺跡では、弥生時代から古墳時代にかけての集落
を調査し、3棟の竪穴建物跡において、切断された鉄片や鉄滓が出土した。これらは鍛冶関連遺構
と考えられ、新谷森ノ前遺跡に引き続き、弥生時代の鉄器生産の手がかりを得ることができた。ま
た、ほとんど全ての弥生時代の竪穴建物跡において、床面に中央土坑から放射状にのびる溝と、建
物外にのびる溝を検出した。建物内の湿気を除去する目的で設けられたものと推定できるこれらの
溝は、この地域においては一般的な設備であったことが明らかとなった。新谷古新谷遺跡2次では、
弥生時代の遺構として径10mの大型竪穴建物や壺棺墓が検出され、古墳時代の溝や、古代の遺物が
出土した。平成28年度に調査が継続するため、今後集落の様相が明確になることが期待される。
　余戸中ノ孝遺跡3次では、上層（中世）と下層（古墳時代後期と弥生時代終末期）の遺構面を検出し
た。中世では掘立柱建物や円形溝がめぐる土壙墓、井戸などの遺構を調査した。特に注目できるの
は下層の調査で、標高3mの低地において、竪穴建物や掘立柱建物、土坑、溝などが密集して検出さ
れた。松山平野においては一部の例外を除いて、現在の標高5mラインが当時の海岸線として復元さ
れていたが、本調査により、低地の微高地に集落が連綿と営まれた可能性が指摘できる結果が得ら
れた。余戸柳井田遺跡4次調査では、上層と下層において中世の遺構を検出した。上層は室町時代
の水田、下層は鎌倉時代の集落と見られる。今年度も調査が継続するため、集落の広がりや変遷が
より明確になることが期待される。
［整理作業］

　下経田遺跡では、弥生時代から中世の遺構が検出されており、その古代・中世の図面作成や本文
執筆および、弥生時代・古墳時代の基礎整理を行った。中世の掘立柱建物を検討した結果、12世紀
後半〜13世紀前半と、13世紀後半〜14世紀前半の建物に分かれることが明らかとなった。
　今若遺跡では、主として遺構図の作成、遺物実測を経て、本文執筆まで行った。本遺跡には弥生
時代中期後半から古墳時代前期と、古代、そして中・近世の大きく3時期の遺構があることが判明
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した。弥生時代中期後半から後期の竪穴建物では多くが焼失しており、炭化材が良好に残っていた
ため、樹種同定と放射性炭素年代測定を行った。また、土器に付着した赤色顔料を分析し、土器1
点について辰砂を原料とする朱の付着が確認できた。平成28年度、報告書刊行予定である。
　古谷地区では、古谷横枕遺跡と古谷立丁遺跡の基礎整理を実施した。古谷横枕遺跡では掘立柱建
物の検討を行い、合計64棟の建物が復元できた。時期は弥生時代中期と古代、中世とみられる。古
谷立丁遺跡では、弥生時代中期の土器溜まりの遺物接合を行った。
　余戸払川遺跡では、出土遺物の注記や遺構図のトレースなどの基礎整理を実施した。
� （調査第一係長　柴田圭子）

２.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、整理作業2件を実施し、このうち1件については報告書
を刊行した。
［整理作業］

　上三谷篠田・鶴吉遺跡では、縄文時代から中世の遺構・遺物が確認されており、平成27年度は発
掘調査で得られた遺物の復元、現地調査で記録された図面の整理、遺物実測などを行っている。ま�
た、遺構などから検出された植物遺存体の樹種同定も委託しており、当時の環境復元に関連するデー
タの整備も行った。
　下伊台屋敷遺跡では、県道松山北条線の改良工事に伴って発掘調査が行われたもので、中世の遺
構や遺物が確認されている。今年度はその整理作業を行い、報告書を刊行した。
� （調査第二係長　多田　仁）

新谷赤田遺跡現地説明会（鍛冶関連遺構）
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Ⅱ−2　自主事業の概要

１.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。
　関係機関から送られてくる「発掘調査報告書」をはじめ、埋蔵文化財に関する一般図書や月刊誌な
どを収集・登録（現在64,542冊を保管している）することで、財団ホームページから蔵書検索でき、
埋蔵文化財調査関係者や一般の方々への図書室機能の充実も図っている。
　例年通り、松山市埋蔵文化財センター・松山市考古館と共同で愛媛県・松山市連携事業として「古
代いよ発掘まつり」を開催し、展示・講演および発掘調査現場へのバスツアーなどを実施した。

【考古資料特別展】

　四国内埋蔵文化財5団体（四国四県および松山市）による巡回展も2巡目を終了し、発掘へんろ展実
行委員会において協議した結果、引き続き連携事業を行うことで一致し、今年度からは1県が企画
を担当し、他県が協力するというスタイルで、今後4年間の予定で実施することとなった。平成27
年度は愛媛県が担当し、「四国の黎明」というタイトルで、旧石器時代から縄文時代の石器の変遷と、
その背景に主眼をおく展示を実施した。中でも久万高原町の協力を得て、縄文時代早期を代表する
国指定史跡の上黒岩岩陰遺跡出土の線刻礫など、全国的にも類例の殆ど無い極めて珍しい遺物の展
示も行うことができた。
　愛媛県・松山市連携事業の一部として、愛媛県教育委員会・松山市教育委員会・松山市埋蔵文化
財センターとの協同事業「古代いよ発掘まつり」を開催した。松山市域外での調査を対象に実施して
いた「いにしえのえひめ」を遺跡速報展後期として、龍の絵画土器などが出土し話題をよんだ今治市
の新谷森ノ前遺跡の資料を松山市考古館で展示した。
　愛媛県生涯学習センターとの共催事業である共同企画展は「遺物から見た愛媛の中の韓国文化」と
題して実施した。稲作に関係する農工具や、陶質土器をはじめとする陶磁器類など、県内の遺跡か
ら出土した朝鮮半島製や、その影響を受けた国産の遺物を紹介することで、日韓交流の歴史を再認
識しようとした。
　当センター 1階の展示室では、前年度に報告書を刊行した西条藩陣屋跡および宇和島藩御浜御殿
の調査成果について展示を行った。

【発掘調査現地説明会】

　今年度は今治道路建設に伴い調査を実施した今治市新谷の「新谷石ケ谷古墳群・新谷赤田遺跡」と、
松山外環状道路空港線建設に関連する「余戸中ノ孝遺跡」で説明会を開催した。
　「新谷石ケ谷古墳群・新谷赤田遺跡」では、弥生時代中期に遡る可能性のある鍛冶炉を持つ竪穴住
居が注目された。また、新谷石ケ谷古墳群では、一つの丘陵上に展開する6世紀前半から7世紀初頭
の4基の横穴式石室を有する円墳について調査成果を説明した。約400名の参加を得た。
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　「余戸中ノ孝遺跡」の調査は、当初の予定を上回る遺構面数や遺構密度のため、調査中は現地説明
会準備の時間がなかったので、調査終了後に地元公民館にて説明会を開催した。弥生時代終末から
古墳時代初頭にかけてと中世の遺構や遺物について成果を公表した。地元住民67名の参加を得た。

【刊行物】

　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。

【職員研修会】

　各事業における発掘調査状況の現状を報告し、調査課の全職員が担当事業以外の遺跡について遺
構や遺物の情報を共有することと、各調査員の自己研鑚による成果発表の場として、職員研修会を
実施した。
　調査員の首藤久士は、『伊予温故録』や『愛媛面影』などに記載され、幻の古代寺院とされる弥勒寺
跡を食場町の山中にて探索し、堂の一部に使用されていたとみられる散乱した石材や平坦面の状況
を報告した。また、中世寺院の明星院跡とみられる石列や礎石を確認し、コビキAの瓦なども表採
している。調査員の石貫弘泰は、古墳時代と弥生時代の無茎銅鏃について、製作技術の側面から比
較検討した。根挟み装着部分の形態と目釘孔の形態、湯口の方向などの比較を試みたところ、相違
点と共通点の両方が抽出できた。したがって、弥生時代の無茎銅鏃製作工人は古墳時代になると、
その他の地域の銅鏃製作工人や別の青銅器製作工人などとの技術的な交流の中で生産活動を行って
いったという結論を述べた。主任調査員の松村さを里は、伊予の大型器台を取り上げ、系譜や変遷
を解説し、出土状況から大型器台は多数の土器と共に祀られた姿を想定した。また分布論から瀬戸
内地域には伊予に代表される西部瀬戸内系大型器台文化と、吉備の特殊器台文化の二極が展開して
いたとの考えを披露した。

【その他】

　道後公園指定管理者の「コンソーシアムGENKI」からの依頼を受けて、国指定史跡の湯築城跡に関
する調査を実施した。これは湯築城が復元整備を経て史跡公園としてオープンしてから10年以上が
経過し、復元武家屋敷や土塀などの劣化が目立つようになってきたことや、資料館の展示もほとん
ど変わっていないことから、発掘および整備に関わった当センターに調査を依頼してきたもので、
損傷が激しく早急に修理を要する箇所などを指摘した報告書を作成した。また、常設展の一部を湯
築城資料館が実施している講座「湯築城歴史塾」の内容に連動させた展示替えを計画、指導した。
　平成25年度から継続している伊方町からの遺物整理（町内で収集され、保管している考古遺物）依
頼を受け、今年度も実施した。さらに、市町との連携事業として、各種講座および体験学習の企画・
立案など職員の専門分野を生かした取り組みを実施した。
　中学生による職場体験も継続的に実施し、今年度は2校を受け入れた。また、「古代いよ発掘まつり」
の一環として夏休みに「親子体験学習」を実施し、国指定史跡の道後湯築城跡復元区域の見学と甲冑
の着装体験を行った。3月には小学生から高校生を対象とした各種職業を紹介する「お仕事フェスタ
2016」に職員を派遣し、埋蔵文化財調査の仕事内容の解説を行った。
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【調査員の研究動向】

　�平成27年度に、各調査員がどのような研究テーマをもち、どんな活動をしたのかを項目別にまと
めた。①は各種研究会や講座での発表等（センターに対して依頼文のないもの）、②は各種研究会で
の紙上発表、③は考古学関係書への原稿執筆、④は目的をもって取り組んだこと（資料収集）や自己
研鑚のための活動、⑤はその他の考古学活動である。

氏　名 職　名 項目番号 事　　　項 備　考

岡田敏彦 嘱託調査員
（再雇用）

① ・愛媛考古学協会8月例会「センター 1階展示解説および近
世遺跡発掘調査報告」

② ・「発足の思い出」『会報』36号�中国四国前方後円墳研究会
③ 「西予市城川町の歴史民俗資料館に展示している伊予市出

土の須恵器について」『愛媛考古学』22�愛媛考古学協会
④ ・考古学関連企画展の見学（県内8展示、県外21展示）

・講座や講演会およびシンポジウム参加（県内13、県外4）
⑤ ・中国四国前方後円墳研究会監事、愛媛考古学協会副会長

（兼）事務局長
・個人所蔵遺物の整理（愛媛県歴史文化博物館と共同）

田中いづみ 嘱託員 ④ ・県内の後期古墳の墳丘や石室構造、副葬品の種類や配置
等についての情報収集

増田晴美 嘱託員

③ ・「由良衛所跡の採集遺物」『紀要愛媛』12号掲載予定（ガラ
ス製品について執筆） 共同執筆

④ ・由良衛所跡（愛南町）、堂々山（伊方町）において戦争遺跡
の踏査

沖野実 調査員

③ ・「高見Ⅰ遺跡採集の石器」『伊予市分布調査報告書』�伊予市
教育委員会

④ ・肱川流域の旧石器資料収集・実測作業
・県内の石器石材集成のため各地の岩石を観察・採集
・第41回九州旧石器文化研究会参加

首藤久士 調査員

① ・ソーシアル・リサーチ12月例会「考古学から見た伊予の
中世寺院〜弥勒寺と明星院（松山）の踏査と県内発掘事例か
ら〜」

② ・湯築城歴史塾第3回「中世前期の道後と湯築城」
③ ・「資料紹介　松山市　伝・弥勒寺観音堂跡踏査報告」『ソー

シアル・リサーチ』第41号
④ ・県内の中世山城の見学、踏査

石貫弘泰 調査員
② ・「愛媛県の動向」『中四研だより』�中四国前方後円墳研究会
④ ・古代の製塩土器について集成

・後期古墳の盛土構造について類例調査

藤本清志 主任調査員 ③ ・「四国出土の東播系須恵器鉢」『中近世土器の基礎研究』26�
中世土器研究会 共同執筆

松村さを里 主任調査員

① ・瀬戸内海考古学研究会第5回公開大会「愛媛県東予におけ
る複合口縁壺−今治平野を中心として−」

④ ・西部瀬戸内に広がる弥生時代後期大型器台の解明、愛媛
県内および西部瀬戸内地域、岡山県、西北九州の器台資料
調査
・愛媛県中予・東予の古式土師器についての様相解明、今
治平野の資料整理と検討
・愛媛県西予市小森古墳出土の土師器検討
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氏　名 職　名 項目番号 事　　　項 備　考

柴田圭子 調査第一係長

② ・湯築城歴史塾第4回「中世後期の道後と湯築城」
③ ・「グスク時代における陶瓷の受容」『南島考古』第34号�沖縄

考古学会
・「愛媛県南予地域における陶瓷の流通」佐々木達夫編『中
近世陶磁器の考古学』第二巻�雄山閣

④ ・沖縄県と、四国西岸と九州東岸、瀬戸内海沿岸地域の比
較などを通じて14世紀の陶磁器の流通について研究。県外
では、沖縄、鹿児島、宮崎、福岡、高知、広島の各県にお
いて遺跡現地および資料調査
・沖縄県出土陶磁器の基礎的な作業（実測等）
・各種研究会、講演会等への参加（木器研究会、貿易陶磁
研究会、中世土器研究会等）、考古学関連特別展など見学

多田仁 調査第二係長

③ ・「平城貝塚と近代研究者たち」『伊予史談』378号�7月号�伊
予史談会
・「西南四国における縄文時代の貝類採捕具」『愛媛考古学』
第21号�愛媛考古学会
・「松山の戦争遺跡　−戦争遺跡の発掘とその未来を探る
−」『文化愛媛』第75号�愛媛県文化振興財団

中野良一 調査課長

② ・湯築城歴史塾第5回「道後と湯築城　考古学からの課題」
③ ・「今治市における最新の発掘成果−経田遺跡の古代遺構

−」『伊予史談』379号�10月号�伊予史談会
④ ・縄文時代の土器に含まれている鉱物組成データの集積作

業を継続
（特に結晶片岩や角閃石を含む土器の比率比較などのため
に、愛媛県4遺跡、大分県1遺跡、鳥取県4遺跡の報告書に
掲載されている約3,000点の土器を実見し、過年度実施分と
合わせて約33,000点のデータを集積）

� （調査課長　中野良一）

歴史バスツアー　発掘体験
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新谷石ヶ谷古墳群現地説明会

愛南町歴史講座

河原での石材観察
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「発掘へんろ展」講座

石器で魚をさばく

お仕事フェスタ2016
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Ⅱ− 3　発掘調査を実施した遺跡

平成27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）

1～4

5・6

0 50Km

1    :    1,000,000
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1.新
に や

谷石
いしがたに

ケ谷古
こふんぐん

墳群
１　所  在  地� 今治市新谷
２　所属時期� 弥生時代・古墳時代
３　調査期間� 平成27（2015）年4月16日
� 〜平成28（2016）年2月8日
４　調査面積� 7,230㎡
５　調査原因� 一般国道196号今治道路建設
６　担  当  者� 藤本清志　石貫弘泰　沖野�実
� 首藤久士　増田晴美　田中いづみ
� 伊藤祐三
７　調査概要

　新谷石ケ谷古墳群は今治平野南東部、行政区分では今
治市新谷に所在し、地理区分では五十嵐丘陵地帯と東側
の平野が接する地域に当たる。古墳群の立地する地形は
西側の山地からヤツデ状に伸びる丘陵裾部とその谷部
からなる起伏に富んだ地形環境を形成している。調査を
行った4号墳〜7号墳は調査区南西隅を起点として北方向
と北東方向に分岐する尾根部にある。
　調査はまず基準杭設定・地形測量・調査前写真撮影を
行ったあと、地形測量の結果を元に尾根筋に平行するト
レンチを9本、谷部に17本のトレンチを設定し、事前に確
認調査で検出されていた3基の古墳以外の遺構の有無を
調査した。その結果、東尾根上で新たに1基の古墳を確認
した。
　また、尾根上からは弥生時代中期後半の土器片や分銅
形土製品1点などが出土したが、これらの遺物が伴う時期
の遺構は検出されなかった。加えて、谷部においても弥
生時代中期後半の土器が出土したが、遺構の検出には至
らなかったため、谷部に関してはトレンチ調査にて終了
した。
　4基の古墳群については、調査の結果、古墳時代後期か
ら終末期（6世紀代から7世紀初頭）にかけての古墳群であ
ることがわかった。
新谷石ケ谷4号墳　全長約12ｍの円墳で、墳端部は地山
の削り出しである。墳丘盛土は天井石上面まで残存して
おり、盛土は石室石材と同時並行で構築されていたこと
がわかった。天井石は5個残存しており、その内の3個は
原位置を保っていた。石室は南北方向を長軸とし、規模
は長軸約2.9m×短軸約0.9ｍ×残存高約1.5ｍである。開口

新谷石ケ谷古墳群と周辺環境

調査前風景

4号墳　天井石検出状況

位置図
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部は南側である。墓壙掘方の規模は長軸約4.5ｍ×短軸約
2mである。
　石室床面は合計で3面あり、最初に検出した床面は基本
的には小円礫で構成され、奥壁側のみ15〜20㎝大の角礫
や亜角礫が用いられていた。2面目床面は奥壁側で5〜30
㎝大の角礫が用いられているが、それ以外は5〜10㎝大の
円礫が敷かれていた。3面目は5㎝程度の円礫で構成され
ていた。
　副葬品とその他の遺物は1面目床面直上の流入土から
須恵器（壺の蓋）と耳環、鉄鏃や人骨が出土した。出土位
置は須恵器と耳環が開口部閉塞石付近、鉄鏃は石室南側、
人骨は石室の北側である。人骨は頭部と考えられるもの
が3つあった。2面目では奥壁北西隅で須恵器、奥壁北東
側で管玉、ガラス小玉、勾玉、耳環が出土した。2面目で
出土した須恵器の時期は6世紀中葉頃と考えられる。3面
目からは人骨片、ガラス小玉、鉄鏃などの鉄製品、砥石
などが出土した。
　2面目の床面から出土した須恵器は6世紀中葉頃（MT85
型式段階）であるが、1面目と3面目からは時期のわかる須
恵器は出土しなかった。ただし、床面3面と頭蓋骨が3体
分あることから考えると初葬と2回の追葬があったこと
は推定できる。古墳の築造時期については、6世紀中葉頃
もしくはそれよりも古い時期と考えられる。
新谷石ケ谷5号墳　全長約11ｍの円墳で、墳端は地山の
削り出しである。墳丘盛土と天井石は残存していなかっ
た。石室規模は長軸約3.7m×短軸約1.3ｍ×残存高約1.2ｍ
で、南北方向を長軸とし、開口部は南側であった。開口
部は地山を段状に掘り込んで形成されており、羨道部は
みられない。墓壙の規模は長軸約6.6m×短軸約2.6ｍ×残
存高約1.2ｍで、深さは約1.3mある。
　床面は合計で2面あり、1面目の床面は5〜10㎝大の小
円礫が部分的に残存するのみで、その殆どが後世の撹乱
により消失している。2面目の床面も5〜10㎝大の小円礫
が北側に残存するのみで、南半部分は殆ど残存していな
かった。
　1面目の床面からは須恵器片、鉄製農耕具片、鉄器片数
点、ガラス小玉、管玉が出土した。2面目床面からは須恵
器片、管玉などが出土した。また、2面目の下層は粘土質
の土が用いられており、その粘質土中と地山面直上から

4号墳　2面目遺物検出状況

4号墳　基底石検出状況

5号墳　石室検出状況

5号墳　1面目遺物検出状況
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ガラス小玉、管玉が出土した。
　床面は少なくとも2面あることは確認できたが、築造
時期については床面直上の須恵器の残存状況が悪く、明
確な時期は確認できなかった。埋土中の須恵器片からは
6世紀後半ごろと推定される。
新谷石ケ谷6号墳　全長約12ｍの円墳で、墳端は地山の
削り出しであった。墳丘盛土と天井石は後世の改変によ
り失われたと考えられる。石室規模は長軸2.8m×短軸1.3
ｍ×残存高約1.3ｍで、やや北寄りの東西方向を長軸とし、
西側に開口部を持つ。開口部は地山を階段状に掘り込ん
で形成されており、羨道部はみられない。天井石は後世
の削平により消失している。墓壙の規模は長軸約5m×短
軸約3.5ｍ×残存高約1.2ｍである。墓壙は地山を掘削して
造成されており、現状での深さは推定で約1.3ｍである。
　石室床面は合計3面あった。2面目床面直上に間層を1
層はさみ、その上に棺台の石材を置いてあったことから、
これを1面目として捉えた。2面目は10〜20㎝大の角礫で
構成されていた。3面目は5〜10㎝大の円礫で構成されて
いた。
　出土遺物は須恵器、鉄製農耕具、馬具、鉄刀、鉄鏃、
不明鉄製品、ガラス小玉、管玉が出土した。石室東半分
から人骨が出土した。人骨は3体あり、石室東半部中央の
人骨の頭蓋が大きく、石室東半北壁側の2体の頭蓋は比較
的小さい。また、石室東半南側にあった腕もしくは足の
骨は大腿骨を含む下肢骨を中心にまとめてあることがわ
かった。3体とも1面目床面（棺台上面）よりやや高いレベ
ルから2面目上面レベルで出土していることから、埋葬時
の原位置を保っていないと考えられる。
　古墳の時期については、MT85型式段階、TK43型式段
階、TK209型式段階、TK217型式段階の須恵器が出土し
たことと、床面が3面あり、人骨が3体あることに加え、
それらは1面目（棺台段階）より上位のレベルで奥壁側に
寄せられていること、出土須恵器が4時期分あることか
ら考えると、少なくとも古墳の築造時期（初葬段階）は出
土土器の様相から6世紀中葉頃で、その後6世紀後半から
7世紀初頭にかけて2回追葬が行われたと推定できる。
新谷石ケ谷7号墳　全長16ｍの円墳で、溝を持つ。盛土
は天井石上面まで互層状に堆積していた。基本的には4号
墳と同じ構造であった。天井石は現状で3個残存してお

5号墳　完掘状況

6号墳　人骨出土状況

6号墳　石室床面検出状況

6号墳　閉塞石側出土須恵器
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り、その内の2個は後世の削平により、北側に傾いた状態
であった。天井石は石室内に落ち込んでいるものもあっ
た。これは石室北側側面の石材が崩落して石室内に埋没
していたことが原因と考えられる。石室の規模は石室上
面のレベルで長軸約3m×短軸約1.3ｍである。墓壙の規
模は長軸3.5ｍ×短軸2.5ｍである。開口部付近は後世の削
平により、その形状は復元できなかった。
　床面は現状で1面もしくは2面あり、1面目と考えられ
る床面では、礫床面の上位に15㎝〜30㎝大の亜角礫が点
在しており、その上面レベルはほぼ同じであることから、
亜角礫は棺台として用いられた可能性も考えられる。そ
の面から須恵器や鉄刀、耳環、人骨片などが出土した。
2面目は5〜10㎝大の小円礫で構成される。この面からは
時期のわかる須恵器は出土していない。
　石室内からは須恵器、耳環、管玉、ガラス小玉、鉄刀、
人骨片などが出土した。石室内の須恵器は6世紀末から7
世紀初頭のものと考えられる。溝からは6世紀前半期と考
えられる須恵器片と埴輪片が出土した。石室内と溝内の
遺物になぜ時期差があるのかについては、調査時の情報
からは把握できなかった。

（石貫弘泰）

7号墳　遺物検出状況

7号墳　基底石検出状況

4〜6号墳　完掘状況

7号墳　天井石検出状況
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2.新
に や

谷森
もりのまえ

ノ前遺跡2次
１　所  在  地� 今治市新谷
２　所属時期� 縄文時代〜近世
３　調査期間� 平成27（2015）年4月16日
� 〜平成28（2016）年3月25日
４　調査面積� 12,060㎡
５　調査原因� 一般国道196号今治道路建設
６　担  当  者� 藤本清志　石貫弘泰　沖野�実
� 首藤久士　増田晴美　田中いづみ
� 伊藤祐三
７　調査概要

　本遺跡は今治平野南東部、五十嵐丘陵地帯と東側の平
野が接する地域に当たる。遺跡内は、西側の山地から伸
びる丘陵裾部とその谷部を含み起伏に富んだ地形環境を
形成している。平成27年度については、11区、12区およ
び現況道路①〜⑦（2〜4区・7区・8区・10〜12区）の調査
を行った。
　11区では遺構面3面の調査を実施した。1面目は谷部以
外で土坑や柱穴が検出された。確認された遺構は、柱穴
28穴、溝1条、自然流路4条、谷3条である。
　谷1では2面目でSR3を確認し、弥生時代後期後半の土
器溜まりを検出した。
　谷2では2面目で古墳時代後期のSR2を検出し、木製品
が多く出土した。3面目では、弥生時代後期後半の土器溜
まりを検出した。
　谷3についてはトレンチ調査を行った。埋土中からは弥
生時代から中世の遺物が出土している。
　12区は谷部および谷部に挟まれた丘陵部に設定された
調査区である。遺構は土坑6基、柱穴38穴、溝3条、自然
流路3条、谷2条、不明遺構2基を検出した。
　谷1については2面目でSR2を検出した。また、谷1の斜
面からは不明遺構を2基検出した。双方ともに木製品を利
用した遺構である。SX1については井戸の可能性があり、
SX2については堰などの性格が想定される。
　現況道路①（10区・11区）では調査区の大部分が10区・
11区谷3の範囲に該当し、トレンチ調査を行った。多くの
トレンチで谷3およびその範囲を捉えることができた。
　現況道路②（7区・12区）で検出された遺構は7区では溝
4条、自然流路2条、谷1条、12区では土坑5基、柱穴6穴、

11・12区調査区全景

11区　SR2木製遺物出土状況

11区　SR3土器溜まり検出状況

位置図



-24-

溝3条、自然流路1条、谷2条である。7区SR4では昨年度
検出された丸太列の近くで堰が検出された。
　現況道路③（4区）は開析作用によって埋没した谷部で
ある。1面目は遺構が認められず、検出面である黒色の
堆積層が部分的に認められ、他は砂礫層によって構成さ
れていたことから谷の堆積および撹乱土を検出し終了し
た。継続して2面目の間層除去を行った。遺構は柵列1基、
流路3条であった。
　現況道路④（7区）の調査区は比較的緩やかな丘陵状の
立地となる。調査区西側および調査区直下は水路埋設の
ために大きく削平されており、南西部分1/3は遺構は残
存していなかった。遺構は掘立柱建物1棟、竪穴建物1棟、
柱穴8穴であり、帰属時期は弥生時代後期および古代であ
る。
　現況道路⑤（3区）の立地は丘陵の中央部分に位置する
と考えられる。遺構数は掘立柱建物1棟、竪穴建物1棟、
土坑3基、柱穴112穴、溝2条で、帰属時期は主に中世、古代、
弥生時代であった。竪穴建物は中世である。調査区中央
に位置するSD04の時期は古代と考えられる。古代の掘立
柱建物は、現況道路④の掘立柱建物と同様の性格である。
SD14は弥生時代後期の土器を多量に含んでいた。
　現況道路⑥（8区）の立地としては開析作用によって形
成された谷および丘陵から谷への緩傾斜地にあたる。調
査区南西部は谷部に位置し、調査区北東部は丘陵から谷
への緩傾斜地に位置する。南西部では、昨年度に8区で確
認された谷1の縁辺上端のみ確認した。北東部は、道路お
よび水路建設のため全てが削平されていた。
　現況道路⑦（2区）の調査区の立地としては丘陵端部と
なる。1面目では遺構を確認できなかったため間層を除去
したところ2面目の調査区南西部にて丘陵の縁辺を確認
し、土坑1基、柱穴10穴、流路1条を確認した。帰属時期
は弥生時代後期であった。

（首藤久士）

12区　SX2検出状況

現況道路②　完掘状況

現況道路⑤　SD14遺物出土状況

12区　1面目完掘状況
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3.新
に や

谷赤
あか た

田遺跡
１　所  在  地� 今治市新谷
２　所属時期� 旧石器時代・弥生時代・古墳時代・
� 中世
３　調査期間� 平成27（2015）年6月19日
� 〜平成28（2016）年2月4日
４　調査面積� 6,030㎡
５　調査原因� 一般国道196号今治道路建設
６　担  当  者� 藤本清志　石貫弘泰　沖野�実
� 首藤久士　増田晴美　田中いづみ
� 伊藤祐三
７　調査概要

　本遺跡は五十嵐丘陵地帯と南東の平野が接する地域に
当たり、近接する新谷森ノ前遺跡よりやや西側に位置す
る。遺跡内は南西より延びる舌状丘陵のやや先端に近い
縁辺部と、開析作用によって形成された谷および谷への
緩傾斜地によって形成されている。
　丘陵部では弥生時代中期末〜後期初頭・古墳時代後期
の遺構・遺物を検出した。谷部では、上層より中世の遺
物片を少量、下層では弥生時代中期末の遺物を確認した。
以下より丘陵部・谷部にわけて概要を記す。
　丘陵部および谷部で検出された遺構は、掘立柱建物20
棟、竪穴建物34棟、土坑10基、柱穴約1300穴、溝18条、
不明遺構3基である。
　弥生時代中期末〜後期初頭の竪穴建物SI04は、直径約
7〜8mの円形を呈し、深さは約20cmを測る。中央に土坑
を配し、周壁溝の内側に環状に柱穴を持つ。中央土坑か
ら周壁溝に向かい放射状に延びる溝が床面に付属し、周
壁溝の底部形状、柱穴の配置を見る限り、一度作り替え
が行われていることが考えられる。中央土坑の縁辺には
炭化物および焼土を含む薄い堆積が確認され、非常に浅
い掘方を持つ。更にその下部には炭化物を多量に含む薄
い堆積が確認された。底面は一部被熱赤化しており硬質
となっている。炭化物および焼土を含む堆積からは鉄片・
鉄滓・鉄製品を含むため、鍛冶関連遺構である可能性が
高いと考えられる。鉄以外の遺物では、少量の土器片・
石器および砕片を含む。なお、上層から旧石器時代の所
産であるナイフ形石器が1点出土している。下層から床面
にかけては約40点のガラス小玉が出土している。

位置図

SI04検出状況

SI04ガラス小玉出土状況

SI33被熱部分
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　そして、同様の性質と考えられる遺構としてSI33が挙
げられる。SI33は調査区南西端に位置し、全体の約1/3程
度が残存しているにすぎないが、円形を呈するプラン、
床面の被熱、鉄製品、ガラス小玉等が出土しており、周
壁溝は複数回の作り替えが認められる。
　SI34に関しては埋土がほぼ耕作によって失われている
が、規模、床面の被熱、中央土坑付近の焼土および炭化
物を含む堆積から、SI34もSI33と同様に上記の鍛冶関連
遺構の性質が考えられる。
　その他の同時期と考えられる竪穴建物としてSI06、
SI20が挙げられる。
　SI06は直径7m程の円形を呈し、中央に土坑を配する。
SI04のように中央から周壁溝に向かい放射状に延びる溝
は付属しないが、周壁溝が複数回作り替えられている。
埋土の残存状況は悪いが管玉が1点出土した。また、周壁
溝から標高の低い方に向かい、竪穴建物外部に延びる溝
が付属する。このような性質の溝は弥生時代・古墳時代
を問わず竪穴建物に付属するようである。
　SI20も同様に円形を呈し、規模は復元径で約7〜8mを
測る。谷部と丘陵の境界付近に位置するが、耕地整備の
ため2/3程が削平されて残存していないが、円形の竪穴建
物の中では唯一まとまった量の遺物が出土している。な
お、ガラス小玉や鉄製品は出土していない。
　弥生時代の竪穴建物は基本的に丘陵の縁辺部に位置
し、丘陵中央には形成されていない。
　弥生時代中期末〜後期初頭の掘立柱建物ではSB10、
SB18が挙げられる。梁行1間×桁行1間および2間であり、
方向軸は統一性にかけ、柱穴内での遺物出土量もまばら
である。但し、一部の柱痕部分に多量の土器片、炭化物
を含むものが認められる。掘立柱建物を構成するすべて
の柱穴に伴うわけではないが、堆積状況と遺物出土状況
を加味した結果、柱を抜き取った後に土器または炭化物
が混入されている可能性がある。
　なお、理化学分析の結果、炭化物にはイネの種実が確
認されている。これらの行為が行われている柱穴は、掘
立柱建物ではない柱穴でも確認されている。その他、柱
痕内で出土した炭化物からは落葉高木であるコナラ属等
が確認されている。
　掘立柱建物の配置も竪穴建物と同様であり、丘陵の縁

SI34床面検出状況

SI20遺物出土状況

SB10柱痕検出状況

SP0598柱痕遺物出土状況
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辺部に位置するが、竪穴建物よりは若干丘陵中央による
傾向にある。なお、丘陵中央には明確に弥生時代の遺構
は認められない。丘陵中央では深さ140cmを超える土坑
が確認されている。
　古墳時代後期の竪穴建物SI01、SI08、SI18、SI23は、
平面形状では方形を呈し、規模は約8〜10m、埋土の残存
状況は比較的残存状況の良いもので約20cmである。基本
的に4本の支柱穴を持ち、2重の周壁溝が巡る。貼床は無
いものとあるものが混在しており、必ずしも竪穴建物を
構築する際に貼床が行われていたわけではいないようで
ある。
　いずれも北側にカマドを持つが、残存状況が良好なも
のはSI01のみであり、それ以外は破壊を伴う。SI01のカ
マドは検出段階ですでに上部は耕作によって破壊されて
いたが、燃焼部、袖、焚口、煙道の下部、焼土面が残存
しており、内部には土師器片を伴う。なお、SI01の床面
からは須恵器の杯、壺等が出土している。
　古墳時代後期の竪穴建物に関しても、丘陵縁辺部に配
置され、弥生時代の竪穴建物の集落域と重複する。
　掘立柱建物では、SB01、SB06、SB14等がこの時期に
属する。梁行2間×桁行2間、または梁行2間×桁行3間の
ものが主体を占め、総柱建物はSB06の1棟しか確認され
ていない。柱穴は隅丸方形のものが多数を占め、深さは
深いもので50cmを測る。方向軸は複数あり且つ重複関係
が認められることから、当該期においても複数回の集落
形成があったと考えられる。遺物は殆ど伴わず、わずか
に須恵器片を伴うものが多数を占める。
　最も大型のものはSB14であり、梁行で3.6ｍ、桁行で4.8
ｍを測る。いずれも明瞭に柱痕が確認でき、柱痕の埋土
ほど硬質となっている。
　調査面積の約半分、調査区北西側に谷部が展開する。
堆積は下部ほど大きく乱れ、上部になるほど安定する。
北東方向に流下し、緩やかに蛇行する。検出面から底面
までは深い所で4ｍ程となる。遺物は殆ど包含されてい
なかったが、上層で中世の土師皿片、瓦器片、最下層よ
り弥生時代中期末〜後期初頭の弥生土器片数点が確認さ
れ、丘陵部で弥生時代の集落が形成されていた時点では
既に谷部が形成されていたことが確認できた。上層で中
世の土師器片が出土し近接する丘陵部で中世の遺構が確

SI01カマド検出状況

SI23遺物出土状況

SI08完掘状況

SI18遺物出土状況
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認できなかったことから、中世の集落等は新谷赤田遺跡
の南西側、丘陵の標高が高い部分に拡がる可能性がある。
谷部の中には巨大な流路や木製品・木製構造物等は含ま
れず、一部下層付近の堆積に微細な木片を含む堆積層が
確認されたのみである。
　谷部の埋土を採取し、理化学分析を行った結果、イネ、
ヨシ、竹笹類の他、ブナ、シイ、クスノキ等照葉樹等の
植物珪酸体が確認されていることから、谷部では湿潤な
環境がうかがえ、遺跡周辺では照葉樹等が分布する環境
にあったと考えられる。また、少量の寄生虫卵（回虫・鞭
虫）も確認されている。
　集落に近接するが、水田等の生産域は確認できていな
い。なお、縄文土器等も含まれず、谷部の遺跡内でのあ
り方は、新谷森ノ前遺跡と様相を異にする。

（沖野�実）

SB06完掘状況

SB14柱痕検出状況

谷部2トレンチ土層堆積状況

調査区完掘状況
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4.新
に や こ に や

谷古新谷遺跡2次
１　所  在  地� 今治市新谷
２　所属時期� 弥生時代・古墳時代・古代
３　調査期間� 平成27（2015）年12月1日
  〜平成28（2016）年3月25日
４　調査面積� 3,240㎡
５　調査原因� 一般国道196号今治道路建設
６　担  当  者� 藤本清志　石貫弘泰　沖野�実
� 首藤久士　増田晴美　田中いづみ
� 伊藤祐三
７　調査概要

　本遺跡は五十嵐丘陵地帯と接する平野の南西地域に当
たり、近接する新谷赤田遺跡より丘陵と谷をいくつか挟
み西側に位置する。遺跡内は緩やかに南東から北西に下
る丘陵部の緩傾斜地となっており、遺跡のすぐ西側に谷
部を形成している。調査区を分断するように南から北に
農業用水路が走るため、この水路を境界に西側を1区、東
側を2区と呼称した。1区は調査区西端の包含層直下に流
水堆積が認められるが、その他では比較的安定した堆積
が確認できた。1区の西側で行われた試掘での堆積状況を
見る限り、包含層直下の流水堆積は、調査区西側の谷に
起因するものと考えられる。そのため、調査区西端では
包含層の堆積が薄く、1区の中央ほど包含層の堆積は厚
い。2区に関しては耕作による削平で包含層は調査区の西
側以外は比較的堆積が薄い状況であった。
　以下の通り1区・2区にわけて概要を記す。なお、補足
になるが、1区・2区共に今年度調査した箇所は調査区の
北東約半分となる。
　1区では掘立柱建物3棟、竪穴建物1棟、壺棺1基、土坑
5基、柱穴約740穴、溝約40条、不明遺構4基を確認した。
　1区の中央より西側に調査区を横断しSD13が南北に走
る。SD13より西側に遺構が集中し、SD13より東側では
遺構密度が希薄になる。溝は北側に集中し、柱穴も竪穴
建物近辺、調査区北側で密度が高くなる傾向にある。総
じて明確な竪穴建物および掘立柱建物のような集落の可
能性が高いと判断できる遺構は少なく、柱穴や溝等の遺
構が多い。
　弥生時代後期のSI01は調査区西端に位置し、規模は約
7〜8ｍ。円形を呈し、床面に中央から周壁溝に向かい放

位置図

1区　SI01完掘状況

1区　SX01床面検出状況

1区　ST01棺内埋土除去状況
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射状にのびる3本の溝を持つ。周壁溝からは標高の低い
西側に向かい溝が付属する。周壁溝、放射状に延びる溝
の切り合い、柱穴の位置関係から数回の建て替えが行わ
れていると考えられる。遺構の床面北側よりガラス小玉
が数点、管玉が1点出土している。なお、水選別を行う
ために埋土を採取しており、今後水選別作業が進めば更
に点数が増える可能性がある。ここでは新谷赤田遺跡の
ように焼土を伴う遺構や堆積、被熱箇所、鉄製品は確認
されていない。SI01の南西にはSI01と切り合う竪穴建物
が複数棟あることが確認されている。SX01はSI01と同様
に弥生時代後期の竪穴建物である。北側部分は包含層直
下の流水堆積により削平されている。規模は径約7m。中
央に浅い土坑を配し、数本の周壁溝を持つ。SI01と同様、
床面に中央から周壁溝に向かい3本の放射状に延びる溝
が付属する。なお、SX01では中央から放射状に伸びる溝
は作り替えを確認することができなかった。西側には標
高が低くなる方に向かい周壁溝より溝が延長する。床面
から出土した遺物からSI01とほぼ同時期のものであると
考えられるが、あまりにも近接しているため、同時に形
成されたものとは考えがたく、若干の時期差があると考
えられる。SX01からはガラス小玉等は確認されていない。
上記したように鉄製品は出土していないが、竪穴建物の
構造は新谷赤田遺跡とほぼ同じ様相を呈する。
　ST01は下部のみ残存している壺棺である。掘方は比較
的浅く、棺より若干大きい程度である。壺の胴部から底
部のみを残した個体を使用し、打ち欠いた胴部同士を合
わせる形に配するが、両方の壺は接しない。その代わり
向き合った互いの個体を固定するように、向き合った部
位に打ち欠いた壺の欠片を外側に配する。なお、副葬品
等は認められなかった。SP0156も壺棺である可能性が高
い。20cm程度の掘方に3重に壺の胴部を配する。SP0156
に関しても副葬品の類は確認できなかった。ST01・
SP0156いずれも竪穴建物に近接する位置に存在する。
　弥生時代の柱穴であるSP0069は円形を呈し、径・深さ
共に約50cm程度。柱を抜き取った後に鉢等を重ねて埋設
している。その他別の柱穴では壺の口縁部等も認められ
る。このような廃絶あるいは埋設行為を行った柱穴の数
は少ないが、SI01やSX01のような竪穴建物の近辺で確認
されている。

1区　SP0156遺物出土状況

1区　SP0069遺物出土状況

1区　SD13下層遺物出土状況

1区　SB1完掘状況
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　1区では古墳時代の遺構は明確なものが確認されてい
ない。包含層掘削時には須恵器片が出土しており、後述
する2区では古墳時代中期末〜後期初頭の竪穴建物が確
認されていることから、今後南西半分を調査する際に確
認できる可能性がある。
　古代のSD13は調査区中央やや東寄りに南東から北西に
向かい流下する。長軸は現調査範囲だけで約30ｍ、短軸
は最も幅のある所で約4mとなる。深さは南東ほど深く、
最も深い所で約1.5ｍとなり、底は流水によって削られて
いるがV字状を呈する。遺物は上層下層共に出土量が少
なく、その殆どは弥生土器片となっている。なお、下層
は止水性堆積であり最下層のみ砂礫を含む流水堆積が認
められる。最下層では須恵器片・少量の桃核等が確認さ
れていることから、古代の所産と考えられる。古代の遺
物を含む遺構に関しては明確なものがSD13以外に認めら
れないが、表土掘削段階で円面硯が出土していることを
鑑みて、次年度調査を行う南西部分に明確な古代の遺構
を確認できることを期待している。
　掘立柱建物は梁行1間×桁行3間、梁行1間×桁行2間の
ものがあわせて3棟確認されている。いずれも北東から南
西に向き、正方位からは45°程度傾く。3棟とも同一方向
を向き、規模もほぼ同じであることから同時期のものと
判断できるが、出土した遺物は弥生土器片・須恵器片で
あり、時期特定が可能なものが無いため明確には言及で
きないが、すぐ西側に位置するSD13との関係性が示唆で
きる。
　2区では掘立柱建物2棟、竪穴建物10棟、溝6条、柱穴約
120穴を確認している。
　1区と比較すると遺構数は減少するが、これは耕作土か
ら遺構面までの深さおよび包含層の有無を加味すると若
干の削平を受けているためと思われる。遺構数は減少傾
向にあるが、1区より竪穴建物等の数は増加することから
本来の集落域は1区より標高の高い2区よりに存在した可
能性がある。
　検出された遺構の時期は大きく弥生時代後期と古墳時
代中期末〜後期初頭の2時期に分かれる。弥生時代の竪穴
建物は円形プランのものが6棟（SI05〜SI10）、やや崩れた
ものが1棟（SI03）であった。SI07の周壁溝埋土からガラス
小玉が1点出土しており、1区のSI01と様相を同じくする。

1区　SB2完掘状況

1区　SB3完掘状況

2区　SI05床面検出状況

2区　SI07床面検出状況
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SD01・SD02ではそれぞれ完形に近いものも含めた土器
片が多量に出土している。SD01・SD02は下層に比較的
浅い形成初期段階の開析谷が確認され、SD01・SD02と
同様に南西から北東方向に流下する。堆積状況確認のた
めにトレンチ掘削を行った結果、谷部直下に柱穴を確認
した。なお、谷部および谷部直下の遺構に関しては2面目
と判断し、次年度に調査することとした。変わって1区で
は殆ど谷部の堆積を確認することができず、2面目と判断
できうる堆積が残存しているのは2区のみである。
　古墳時代の竪穴建物（SI01・SI02・SI04）は平面形状が
全て方形である。規模はいずれも約5ｍを測り、支柱穴を
4穴持つ。周壁溝は複数本認められ、幾つかの竪穴建物は
作り替えが行われていると考えられる。これまでに今治
道路で確認された古墳時代の竪穴建物の中では比較的小
型のものであるといえる。いずれも周壁溝から標高の低
い方に向かい溝が付属する。溝の深さは約10cm程度であ
る。SI01では埋土上層から管玉が1点出土しているが、埋
土の最上層であるためSI01には伴わない可能性も考えら
れるため、引き続き埋土を採取し、水選別にてその存在
の可否を確認する必要がある。

（沖野�実）

2区　SI03遺物出土状況

2区　SD01・02遺物出土状況

2区　SI01完掘状況

2区　SI02床面検出状況
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位置図

調査区遠景　松山市総合公園より

1b区　土層堆積状況（中世）

1b区　ST3人骨出土状況（中世）

5.余
ようごなかのこう

戸中ノ孝遺跡3次
１　所  在  地� 松山市余戸西1丁目・2丁目
２　所属時期� 弥生時代・古墳時代・中世
３　調査期間� 平成27（2015）年4月
  〜平成27（2015）年10月
４　調査面積� 2,720㎡
５　調査原因� 一般国道56号松山外環状道路建設・一�
� 般県道久米垣生線改築工事
６　担  当  者� 三好裕之　岡美奈子
７　調査概要
　本遺跡は、松山平野の西寄りにあり、現在の重信川河
口から約2km上流の右岸に立地している。松山平野は北
東側を高縄山塊、南東側は石鎚山系によって限られた沖
積低地であり、石手川や旧重信川、砥部川などの主要河
川やそれらと合流する中小河川の堆積作用によって形成
された扇状地や、氾濫原、段丘、浜堤、地溝帯などで形
成されている。余戸中ノ孝遺跡周辺は旧重信川の氾濫原
と考えられ、遺構確認面は中世で標高約4m50cm、弥生
時代終末および古墳時代後期で標高約3mと低く、海岸に
沿った浜堤などを除いて遺跡の存在は想定しにくく、こ
れまで近辺で遺跡の存在は知られていなかった。しかし
平成25年度に調査した余戸払川遺跡とともに立地に関し
ては旧河川に沿った自然堤防や微高地などの可能性を検
討すべきと考える。なお、調査区は東より1a区、1b区、
1c区、1d区として調査を行った。

<中世>
　1a区において検出した遺構は溝2条、土坑1基である。
出土遺物は包含層および各遺構から少量の土師器杯・皿、
瓦器、須恵器（亀山？）が出土している。
　1b区において検出した遺構は掘立柱建物1棟、土坑9基、
土壙墓3基、溝5条、井戸2基、不明遺構3基、柱穴110基で
ある。出土遺物は包含層および各遺構から土師器杯・皿、
瓦器、須恵器（亀山・東播系？）、青磁、人骨等が出土し
ている。松山市の調査と重複している土壙墓ST1につい
ては、円形に区画溝が廻る。土壙墓ST2としている溝状
の遺構はST1と同様の堆積を呈しているが、調査区外に
主体部があると思われ、詳細は不明である。井戸SE1は
曲物を基底部から5段、上に向かって大きくなる様に入れ
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子状に配置している。土坑SK9からは大量の瓦器および
少量の土師器が出土しており、廃棄土坑の可能性がある。
　1c区において検出した遺構は土坑4基、溝6条、柱穴33
基である。出土遺物は包含層および各遺構から土師器杯・
皿、瓦器、須恵器（亀山・東播系？）、青磁等が出土して
いる。
　1d区において検出した遺構は土坑1基、柱穴1基である。
出土遺物は包含層および各遺構から少量の土師器杯・皿、
瓦器、青磁が出土している。
　検出した遺構を概観すると、東端の1a区ではSD2を東
端として遺構の検出は見られず、北西端である1d区で遺
構が極めて希薄になる。また、1b区の廃棄土坑と考えら
れるSK9、2基の井戸より南においても遺構が希薄になる
という状況から、おおよその集落の範囲が見て取れると
考える。土壙墓に関しては1b区に集中しており、集落内
において墓域が限定されている可能性が見受けられる。
　出土遺物から、本集落の時期は13世紀と考えられるが、
詳細な分析は本報告で行う。

<弥生時代終末・古墳時代後期>
　1a区において検出した遺構は竪穴建物19棟、掘立柱建
物1棟、土坑6基、溝34条、不明遺構1基、柱穴378基、段
状遺構2基である。しかし、調査段階で自然流路としてい
る8条は堆積状況および断面形状等から溝の可能性が高
く、今後本報告の整理に向けて分析を行い名称等を変更
する。また、掘立柱建物は現状で1棟であるが、遺構配
置図が出来上がった時点での所見では少なくとも4棟あ
るように見受けられ、堆積および断面形状を検討したう
えで遺構名に変更を加える予定である。調査区南西側の
SD24bは直径約11mを測り、弥生時代終末における円形
周溝状遺構の可能性が考えられるが、後世の削平により
詳細は不明である。段状遺構1は方形を呈し東西の1辺で
約11mを測り、調査区南端ではステージ状の段を持つ特
異な形態を呈しており、今後の類例調査を含みその性格
の検討を要する。出土遺物は包含層および各遺構から弥
生土器、土師器、須恵器等が出土している。
　1b区において検出した遺構は竪穴建物12棟、土坑12基、
柱穴145基である。出土遺物は包含層および各遺構から弥
生土器、土師器、須恵器等が出土している。

1b区　SK9遺物出土状況（中世）

1b区　SE1井戸曲物検出状況（中世）

1b区　完掘状況（中世）

1a区　SI6遺物出土状況（弥生・古墳）
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　1c区において検出した遺構は竪穴建物2棟、掘立柱建物
1棟、溝1条、柱穴30基である。出土遺物は包含層および
各遺構から土師器、須恵器等が出土している。
　本遺跡で検出した下層では同一面で弥生時代終末と古
墳時代後期の集落が複層している。詳細な分析前の所見
ではあるものの、弥生時代終末の集落は1a区の中央付近
からおよび1b区に集中しているが、古墳時代後期の集落
は1a区〜1c区全体から検出している。また、弥生時代終
末の遺構は、円形周溝墓の可能性の高い1a区のSD24bと
溝等の重複関係から、大きく分けて3時期あると考えられ
る。結果、古墳時代後期の遺構と併せると4時期以上の集
落が営まれていた可能性がうかがえる。また、西端しか
検出していないが、1a区東端にある段状遺構2についても
段状遺構1と同様に、古墳時代後期の平地における大型の
段状遺構の形成の必要性等について類例も含めて分析の
必要がある。

（三好裕之）

1a区　SB1完掘状況（弥生・古墳）

1a区　SD24b完掘状況（弥生・古墳）

1a区　竪穴状遺構1完掘状況（弥生・古墳）

1a区西側　完掘状況（弥生・古墳
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図1　余戸中ノ孝遺跡3次　上層　遺構平面図
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図2　余戸中ノ孝遺跡3次　下層　遺構平面図
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位置図

6.余
よ う ご や な い だ

戸柳井田遺跡4次
１　所  在  地� 松山市余戸西4丁目
２　所属時期� 中世
３　調査期間� 平成27（2015）年11月
  〜平成27（2015）年12月
４　調査面積� 1,140㎡
５　調査原因� 一般国道56号松山外環状道路建設
６　担  当  者� 三好裕之　岡美奈子
７　調査概要
　本遺跡は、松山平野の西寄りにあり、現在の重信川河
口から約2km上流の右岸に立地している。松山平野は北
東側を高縄山塊、南東側は石鎚山系によって限られた沖
積低地であり、石手川や旧重信川、砥部川などの主要河
川やそれらと合流する中小河川の堆積作用によって形成
された扇状地や、氾濫原、段丘、浜堤、地溝帯などで形
成されている。余戸柳井田遺跡周辺は旧重信川、また北
側を流れる小河川の氾濫原と考えられ、遺構確認面は中
世上層で標高約4m弱、中世下層で標高約3.4mである。同
地区は海岸に沿った浜堤などを除いて遺跡の存在は想定
しにくく、これまで近辺で遺跡の存在は知られていなかっ
た。しかし平成25年度に調査した余戸払川遺跡とともに
立地に関しては旧河川に沿った自然堤防や微高地などの
可能性を検討すべきと考える。なお、調査区は南より3a区、
3b区として調査を行った。

<中世（上層）>
　3a区・3b区ともに水田耕作に伴うものと思われる足跡
や小穴を多数検出した。いずれも流水砂と思われる細砂・
砂を埋土としており、洪水によって一気に埋まったもの
と思われる。
　3a区において検出した遺構は足跡220個、牛と思われる
偶蹄目の足跡169個、その他不明の小穴2645個、溝1条で
ある。調査面は北西隅付近で北へ向かって段状に約15cm
程度落ちており、溝はその段落ちに合流するように南南
東方向からごく緩やかに東西方向に沿って伸びる。出土
遺物は、遺構面から土師器、青磁が出土しているものの
ごくわずかな小片で時期の特定は困難であるが、層位的
解釈から下層より下った14世紀頃と考える。
　3b区において検出した遺構は足跡110個、牛と思われる

調査区遠景　松山市総合公園より

3b区　土層堆積状況

3a区　足跡検出状況1（上層）
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偶蹄目の足跡71個、その他不明の小穴1215個、溝1条、畦
1条である。溝は南側の肩が削平されており全貌ははっき
りしないものの、ほぼ直線状に東西を指向し、一部直交
する小溝が連結している。畦は先述の溝の北側に接して
存在しており、溝と合わせて機能していたものと思われ
るが、形状はごく緩やかな隆起を残すのみである。出土
遺物は、包含層および遺構面より出土しているがごくわ
ずかである。
　松山市埋蔵文化財センターが平成26年度に今回の調査
区の東側を、また平成27年度には本調査区の北西側、北
側をそれぞれ1次調査、2次調査、3次調査として発掘調査
を行い同様の成果を見出しており、水田の平面的な展開
も明らかになりつつある。

<中世（下層）>
　3a区における遺構は井戸1基、土坑3基、溝4条、柱穴5
基である。SD1〜3はわずかに西に傾く直線状の溝で、ほ
ぼ軸を同じくする。このうち、SD1とSD2は平面形を同じ
くし平行に伸びており、これらの溝の間は道路状遺構の
可能性がある。SD4は検出した大部分を延長させると先
述のSD1〜3に直交するように伸びるが、西端にて北方向
へ直角に屈曲し調査区外へと続く。いずれも調査区外へ
と展開しており、性格などは不明である。SE1は素掘り
の井戸で、検出面から約30cm程度掘り下げた壁面からの
湧水を確認できることから、井戸枠や石積みなどの構造
物を持たなくても井戸として使用できたものと考えられ
る。出土遺物は包含層および各遺構から土師器、東播系
須恵器、瓦器、土師質土器、白磁等が出土している。こ
のうち土師器杯、瓦器椀の形状より、おおよそ12世紀か
ら13世紀頃の所産と考える。
　3b区において検出した遺構は土坑3基、溝6条、不明遺
構1基、柱穴60基である。溝はSD1・SD5以外はすべて
やや南に傾くもののほぼ東西方向を指向しており、切り
合いながら展開している。SD4は調査区西側で二股に分
岐していること、床面が安定せず複雑な凹凸をなしてい
ること、また埋土の堆積状況から、当時は小流が流れを
変えつつ機能していたものの最終的に一気に埋没したも
のと考えられる。このSD4に切られるSD2、SD4を切る

3a区　足跡検出状況2（上層）

3a区　完掘状況（上層）

3b区　完掘状況（上層）

3a区　SE1土層堆積状況（下層）
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SD3、SD6に関しては、いずれも西端が調査区内で途切れ
ており、全容は明らかでない。小穴は調査区西側南半に
集中しているが、掘立柱建物や柵列を形成するに足る規
則的配列は見られなかった。このうちPit9からは地鎮と
思われる完形の土師器杯が出土している。出土遺物は包
含層および各遺構から土師器、東播系須恵器、瓦器、土
師質土器、青磁、白磁、亀山焼等が出土している。精査
が必要ではあるが、3a区と同じく12世紀から13世紀頃の
所産と考える。
　3a区における遺構および遺物の検出状況では居住区域
とは言い難い。また3b区においては調査区西半に小穴が
集中しているものの構造物の存在を示唆する規則性はみ
られない上、調査区の南東四半部分にはまったく遺構が
検出されていない。今後発掘調査が行われる近接する調
査区の成果も踏まえ、集落の面的展開や変遷の経緯が得
られるものと思われる。

（岡美奈子）

3a区　SE1完掘状況（下層）

3a区　完掘状況（下層）

3b区　Pit9遺物出土状況（下層）

3b区　完掘状況（下層）
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図2　余戸柳井田遺跡4次　下層　遺構平面図
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Ⅱ−4　刊行した報告書の概要

　本年度は別表に示したように第188集を刊行した。刊行した報告書の概要は以下のとおりである。

「下伊台屋敷遺跡」
　下伊台屋敷遺跡が存在する伊台盆地は、この高縄山系を源流とする石手川の支流である伊台川や、
さらにその支流である実川や白水川などの小河川によって形成されたもので、標高は150ｍ前後で
ある。
　当該調査区から検出された遺構は溝3条（SD1 〜 3）・柱穴16（SP1 〜 16）である。出土遺物からこ
れらの遺構の時期は12〜14世紀（盛期は13〜14世紀）と考えられるが、遺構、遺物ともに希薄で、当
該遺跡単独での評価は困難である。しかし、遺跡の時期および地理的な条件から、平成16年に調査
が行われた大畑遺跡と関連した遺跡であると考えられ、本報告では当該時期における河野氏の動向
を踏まえ、当該地区が河野氏の松山平野進出の拠点であるとの推定を行った。� （三好裕之）

平成27（2015）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188集 平成28（2016）年2月
下伊台屋敷遺跡−主要地方道松山北条線通学路交通安全緊急対策事業に伴う埋蔵
文化財調査報告書−

72
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Ⅱ−5　調査研究情報公開事業

　過年度に発掘調査を実施し、発掘調査報告書等で公開している出土品や写真資料等を関係機関に
貸し出し、展示会に協力するとともに、関連講座等を実施した。

１.関連講座

　　四国地区埋蔵文化財センター巡回展「発掘へんろ展」松山会場関連講座へ職員2名派遣
� 主催団体� 四国地区埋蔵文化財センター発掘へんろ展実行委員会
� 実 施 日� 平成27年��4月25日（土）展示解説会（多田仁）
� � � 平成27年��5月16日（土）講演会（沖野実）
� � � 「旧石器時代から縄文時代への変化−石器及び石材を視点として−」
� 場 所� 松山市考古館

　　四国地区埋蔵文化財センター巡回展「発掘へんろ展」徳島会場関連講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 公益財団法人　徳島県埋蔵文化財センター
� 実 施 日� 平成28年��1月31日（日）公開講座
� � � 「四国の黎明−先史の資源と技術−」（多田仁）
� 場 所� 徳島県立埋蔵文化財総合センター「レキシルとくしま」

　　県市連携「古代いよ発掘まつり」関連講座へ職員2名派遣
� 主催団体� 愛媛県埋蔵文化財センター、松山市埋蔵文化財センター
� 実 施 日� 平成27年10月31日（土）報告会
� � � 「新谷森ノ前遺跡の調査」（藤本清志）
� 場 所� 松山市考古館

２.出版物への資料提供

資料提供先 出版元・放送元 使用資料
『文化財発掘出土情報』2015年
8〜9月号「各地の動向」

株式会社ジャパン通信情報
センター

新谷森ノ前遺跡2次現地説明会資料

３.展示会への資料提供

提供先 貸出資料
愛媛県歴史文化博物館 石手村前遺跡ほか11遺跡写真資料82点
愛媛県歴史文化博物館 多々羅遺跡・森松遺跡写真資料7点
東京国立博物館 宮前川遺跡写真資料1点
徳島市立考古資料館 祝谷畑中遺跡写真資料1点
和歌山県立風土記の丘 祝谷畑中遺跡写真資料1点
湯築城資料館 湯築城跡写真資料1点



-44-

４.出版物への原稿提供
　　公益財団法人愛媛県文化振興財団『文化愛媛　第75号』へ原稿提供
� 執筆内容　　「松山の戦争遺跡」（多田仁）

Ⅱ−6　その他の事業

　関係団体が開催する考古学講座、歴史講座へ職員を派遣し、埋蔵文化財を通じて郷土史への理解
を深める機会を提供した。

１.各種団体への職員派遣
　　愛媛新聞カルチャースクール「愛媛の遺跡・考古学〜ここがおもしろい〜」へ職員8名派遣
� 主催団体� 愛媛新聞社
� 実 施 日� 平成27年��6月13日（土）「旧石器・縄文時代〜その2〜」（沖野実）
� � � 平成27年��7月11日（土）「見学会1　県埋文センター企画展」（眞鍋昭文）
� � � 平成27年��8月��8日（土）「旧石器・縄文時代〜その3〜」（多田仁）
� � � 平成27年��9月12日（土）「弥生時代」（松村さを里）
� � � 平成27年10月10日（土）「見学会2　県埋文センター企画展」（岡田敏彦）
� � � 平成27年11月14日（土）「古墳時代〜その1〜」（池尻伸吾）
� � � 平成27年12月12日（土）「古墳時代〜その2〜」（石貫弘泰）
� � � 平成28年��2月13日（土）「飛鳥・奈良・平安時代」（岡田敏彦）
� � � 平成28年��3月26日（土）「鎌倉・室町・戦国時代」（首藤久士）
� 実施場所� 県埋蔵文化財センター衣山事務所展示室、松山市考古館、
� � � 愛媛県生涯学習センター

　　愛媛新聞カルチャースクール「いよ食談会」へ職員2名派遣
� 主催団体� 愛媛新聞社
� 実 施 日� 平成27年��4月14日（火）（柴田圭子）
� � � 平成27年10月21日（水）（多田仁）
� 実施場所� レストラン門田、ふなや

　　西条市考古歴史館「考古学講座」へ講師3名派遣
� 主催団体� 西条市考古歴史館
� 実 施 日� 平成27年��7月12日（日）�「西条藩陣屋跡の調査成果」（石貫弘泰）
� � � 平成27年��9月13日（日）�「東予地方の中世遺跡」（首藤久士）
� � � 平成28年��1月17日（日）�「八堂山遺跡」（岡田敏彦）
� � � 平成28年��3月11日（金）�今治道路現場見学（対応：藤本清志・首藤久士）
� 実施場所� 今治市新谷古新谷遺跡、西条市小松町公民館、西条市考古歴史館
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　　平成27年度コミュニティカレッジ「愛媛の埋蔵文化財講座」へ職員5名派遣
� 主催団体� 愛媛県生涯学習センター
� 実 施 日� 平成27年��7月21日（火）「後期旧石器時代の地域・集団・行動」（沖野実）
� � � 平成27年��8月11日（火）「伊予の大型器台〜弥生時代後期のマツリの道具〜」
� （松村さを里）
� � � 平成27年��9月��8日（火）「古墳時代銅鏃の製作技術
� � � � � � � 〜弥生時代銅鏃との比較から〜」（石貫弘泰）
� � � 平成27年��9月29日（火）「貿易陶磁器の研究」（柴田圭子）
� � � 平成27年10月20日（火）「土器がもつ情報から何がわかるのか」（中野良一）
� 実施場所� 愛媛県生涯学習センター

　　愛媛大学「考古学概論」へ職員2名派遣
� 主催団体� 愛媛大学
� 実 施 日� 平成27年��4月17日（金）・4月24日（金）「愛媛の旧石器〜縄文時代」（多田仁）
� � � 平成27年��6月26日（金）・7月��3日（金）・7月10日（金）「愛媛の中世」（柴田圭子）
� 実施場所� 愛媛大学

　　湯築城歴史塾へ職員3名派遣
� 主催団体� 湯築城資料館
� 実 施 日� 平成27年��9月19日（土）「中世前期の道後と湯築城」（首藤久士）
� � � 平成27年11月��7日（土）「中世後期の道後と湯築城」（柴田圭子）
� � � 平成27年11月28日（土）「考古学からの課題」（中野良一）
� 実施場所� 松山市子規記念博物館

　　伊予市歴史文化の会へ職員1名派遣
� 主催団体� 伊予市歴史文化の会
� 実 施 日� 平成27年��4月25日（土）「上三谷篠田・鶴吉遺跡の発掘成果」（池尻伸吾）
� 実施場所� 伊予市中央公民館

　　平成27年度歴史文化講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 愛媛県歴史文化博物館
� 実 施 日� 平成27年��6月20日（土）「龍の出た遺跡−新谷森ノ前遺跡2次−」（藤本清志）
� 実施場所� 愛媛県歴史文化博物館

　　伊方町保管資料整理へ職員4名派遣
� 主催団体� 伊方町教育委員会
� 実 施 日� 平成27年��8月29日（土）・9月12日（土）・10月17日（土）・11月7日（土）
　　　　　　　　　　（石貫弘泰・沖野実・増田晴美・田中いづみ）
� 実施場所� 町見郷土館
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　　坂の上の雲ミュージアム講座「松山」へ職員1名派遣
� 主催団体� 坂の上の雲ミュージアム
� 実 施 日� 平成27年10月24日（土）「戦国期　湯築城とその城下」（柴田圭子）
� 実施場所� 坂の上の雲ミュージアム

　　西条史談会へ講師1名派遣
� 主催団体� 西条史談会
� 実 施 日� 平成27年10月31日（土）
� � � 「西条藩陣屋跡発掘報告」（石貫弘泰）
� 実施場所� 西条市大町公民館

　　伊方町佐田岬半島のたからもの講座へ職員1名派遣
� 主催団体� 伊方町教育委員会
� 実 施 日� 平成27年11月21日（土）「佐田岬半島なるほど古代史」（石貫弘泰）
� 実施場所� 伊方町三崎総合支所

　　愛南町歴史講座へ職員2名派遣
� 主催団体� 愛南町教育委員会
� 実 施 日� 平成27年12月��6日（日）踏査（藤本清志・沖野実）
� 実施場所� 愛南町内

　　伊台の古代史セミナーへ職員1名派遣
� 主催団体� 松山市考古館
� 実 施 日� 平成28年��1月16日（土）「地域のたから再発見・古代史セミナー」（眞鍋昭文）
� 実施場所� 伊台公民館

　　今治史談会へ講師1名派遣
� 主催団体� 今治史談会
� 実 施 日� 平成28年��1月24日（日）
� � � 「朝倉地域の弥生時代遺跡」（松村さを里）
� 実施場所� 今治市河野美術館

　　八幡浜市歴史文化探検学習会へ職員2名派遣
� 主催団体� 八幡浜市教育委員会
� 実 施 日� 平成28年��2月��6日（土）・2月27日（土）・3月12日（土）踏査（中野良一・藤本清志）
� 実施場所� 八幡浜市内

　　「お仕事フェスタ2016」へ職員3名派遣
� 主催団体� 河原学園
� 実 施 日� 平成28年��3月12・13日（土・日）（増田晴美・田中いづみ・石貫睦子）
� 実施場所� アイテムえひめ
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２.学校への職員派遣
　　松山市立南中学校「南中タイム講座別活動」へ職員1名派遣
� 主催団体� 松山市立南中学校
� 実 施 日� 平成27年10月8日（木）（石貫弘泰）

八幡浜市歴史文化探検学習会
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Ⅱ−7　相談、助言事業

　埋蔵文化財保護思想の普及を図るため、県民や市町等からの照会、相談等に対して助言を行った。
１.職員の委員等就任状況
　　岡田敏彦嘱託調査員
� 向井古墳史跡整備検討委員会委員（東温市）（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）
� 砥部町文化財保護審議会委員（平成27年4月1日〜平成29年3月31日）

　　柴田圭子調査第一係長
� 今治市文化財保護審議会委員（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）
� 砥部町文化財保護審議会委員（平成27年4月1日〜平成29年3月31日）
� 史跡能島城跡調査・整備検討委員会委員（今治市）（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）

　　多田仁調査第二係長
� 愛南町史編纂委員会委員（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）

２.助言事業
　　西条市考古歴史館開催の平成27年度「考古学講座」カリキュラム作成への助言
� 内 容� 講座内容および担当講師選定（対応：首藤久士）

　　愛媛新聞カルチャースクールの平成27年度「楽しく考古学」カリキュラム作成への助言
� 内 容� 講座内容および担当講師選定（対応：岡田敏彦）

　　生涯学習センター愛媛の埋蔵文化財講座開催に関する助言
� 内 容� 講座内容および担当講師選定（対応：中野良一）

　　今治市ふるさと美術古墳館展示に関する助言
� 内 容� 展示内容（対応：松村さを里）

　　西条市郷土博物館発掘調査速報展について助言
� 内 容� 展示内容（対応：石貫弘泰）

　　伊方町整理作業について助言
� 内 容� 考古資料整理・データ化作業（対応：石貫弘泰）

　　八幡浜市歴史文化探検講座について助言
� 内 容� 講座内容（対応：藤本清志）

　　愛南町歴史講座について助言
� 内 容� 講座内容（対応：沖野実）
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　　「今帰仁城跡出土遺物の資料整理指導」へ職員1名派遣
� 主催団体� 沖縄県今帰仁村教育委員会
� 実 施 日� 平成27年12月19日〜23日（土〜水）（柴田圭子）
� 実施場所� 沖縄県今帰仁村

　　「屋久島町出土中世遺物と遺跡調査に対する助言」へ職員1名派遣
� 主催団体� 鹿児島県屋久島町教育委員会
� 実 施 日� 平成28年��1月10日〜12日（日〜火）（柴田圭子）
� 実施場所� 鹿児島県屋久島町

　　「史跡具志川城跡出土遺物調査研究の指導」へ職員1名派遣
� 主催団体� 沖縄県久米島町教育委員会
� 実 施 日� 平成28年��2月19日〜22日（金〜月）（柴田圭子）
� 実施場所� 沖縄県久米島町

Ⅱ−8　体験活動開催事業

　埋蔵文化財保護思想の普及を図るため、次の事業を実施した。
１.体験学習
（１）体験型講座等の開催
　　親子考古学講座の開催（県市連携「古代いよ発掘まつり」関連事業）
� 実 施 日� 平成27年7月25日（土）（親子：12名）
� 実施場所� 道後公園湯築城跡

　　古代体験まつりの開催（県市連携「古代いよ発掘まつり」関連事業）
� 実 施 日� 平成27年��8月��7日（金）（335名）
� 実施場所� 松山市考古館

　　愛媛大学博物館学実習における事前指導としての施設見学受け入れ
� 実 施 日� 平成27年��5月14日（木）（対応：中野良一）
� 実施場所� 衣山事務所

　　愛媛大学考古学演習の現場見学受け入れ
� 実 施 日� 平成27年10月16日（金）（対応：藤本清志）
� 実施場所� 今治市新谷赤田遺跡発掘現場

　　東予市郷土館の現場見学受け入れ
� 実 施 日� 平成28年��3月��9日（水）（対応：首藤久士）
� 実施場所� 今治市新谷古新谷遺跡
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　　西条市歴史講座の現場見学受け入れ
� 実 施 日� 平成28年3月11日（金）（対応：首藤久士）
� 実施場所� 今治市新谷古新谷遺跡

（２）中学校生徒の職場体験学習の受け入れ
学校名 人数 実施日 実施場所

松山市立桑原中学校 3名 平成27年9月15・16日（火・水） 衣山事務所（担当：松村さを里）
松山市立久米中学校 4名 平成27年10月1・2日（木・金） 衣山事務所（担当：松村さを里）

�

職場体験
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