
剖i生~古墳時代のふラの中山を掘る
(福山市神辺町 御領遺跡)

ザクザクと弥生土器が見つかる!!

多数の住居跡が密集

御領遺跡は， 福山市神辺町の平野部に位置する大規模な遺跡です。

平成20年度から道路改良事業に伴う発掘調査を行っています。

vちぢゃA やよいぢゃA

今年度の調査では 弥生時代後期か

ら古墳時代中期の竪穴住居跡や， 古墳

時代後期の溝， 奈良時代後期の掘立柱

建物跡や井戸跡が見つかりました。



調査
@御合員遺跡(第?次) (福山市神辺町)

調査期間平成25年8月19日~

平成26年1月24日

第7次調査区は遺跡の東端部付近にあたり，

調査の結果， 上下2層の遺構面があり， 遺構

の内訳は掘立柱建物跡7棟， 竪穴住居跡18軒，

土坑65基， 溝26条です。

掘立柱建物跡はいずれも調査区南側の上層

遺構面で確認されました。 柱穴内から出土し

た遺物などから， 奈良時代と考えられます。

7棟のうち6棟は屋根の棟方向を南北にして

おり， 建物配置に規格性があったことがうか

がえます。 建物跡に隣接する土坑(S K 3) 

は直径約2m， 深さ約2mで井戸跡と考えられ，

奈良時代の土師器・須恵器・円面硯が出土し

ました。

調査区の中央から北半部で多く見つかった

竪穴住居跡は， 弥生時代後期から古墳時代中

期のもので， 密集して見つかりました。 この

うちSB4は弥生時代後期後葉の竪穴住居跡で，

4本の柱穴の周囲を一段高くしたベッド状遺

構と呼ばれる施設をもち 北側にはさらに一

段高い位置におよそ2Xlmの張出部を設け

ていました。

多数の土坑のうち， 弥生時代終末ごろと考

えられるS K37は多量の弥生土器を廃棄した

穴で， 中層からは多量の貝殻や鹿の角も見っ

かりました。

御領遺跡はこれまで多くの発掘調査が行わ

れていますが， 弥生時代から古墳時代にかけ

ての竪穴住居跡がこれだけ集中して確認され

た例はなく， 今回調査した地区は御領遺跡の

中でも集落の中心部の一部であったと考えら

れます。 (尾崎光伸)

①御領遺跡 ②福原2号遺跡 ③狐川遺跡

弥生時代後期の竪穴住居跡(S B 4) 

弥生土器の廃棄坑(S K37) 

井戸と考えられる土坑(S K3) 
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鐙省長、2号遺跡(東広島市西条町)
調査期間平成25年4月15日---11月8日

福原2号遺跡は 龍王山(標高 5 75m)から

南西方向に派生する低正陵の先端付近に立地

しています。

調査前は水田と宅地による造成で高低差が上・

中・下の3段となっていました。 調査の結果，

掘立柱建物跡2棟・埋窪13 基・埋桶7基・土

坑17基・溝状遺構 27条・性格不明の落ち込み

9基がみつかりました。

上段の古墳時代前半頃と考えられる掘立柱

建物跡は規模が3問X2間以上の総柱構 造で

一部の柱穴は調査区外の北東方向に延びてい

ると思われます。

遺構のほとんどは中段からみつかっています。

中段の遺構面は上下2面で 上面からは調査

区の北側で溝2条や柱穴群， 東側で埋桶や埋

警がみつかっています。 下面は上面の調査区

中央部下層から， 幅約14m， 長さ約20m， 深

さ約O.5mの範囲で、溝5条， SX5の下層から

溝(S D 23・24・25)やS K 4 (井戸)を確

認しました。 溝の性格は不明ですが， 同一方

向であることから同時期と考えられます。

下段は， 溝が1条みっかりましたが溝以外に

は明確な遺構はありません。

福原2号遺跡は出土した遺物から 中・近世

を中心にした集落遺跡であることが分かりま

した。 埋桶や埋奮は2列に並んだ状態である

ことから， 大規模な屋敷跡で， 何らかの製造

に関する施設か貯水用としていた可能性が考

えられます。(山田繁樹)

福原2号遺跡空中写真(西から)

下面の遺構群(西から)

掘立柱建物跡(SB1.南から)

埋蓋群を掘る(南東から)
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a・h きつねかわ

悶狐J 111号遺跡(東広島市西条町)

調査期間平成25年10月7日~

平成26年1月10日

狐)I[1号遺跡は， 西条盆地の北部， 龍王山(標

高575m)の南西麓に位置しています。 遺跡は，

北から南に下る緩やかな斜面に立地し ， 西側

を流れる黒瀬川周辺の水田とは約10mの標高

差があります。 また 周辺には多くの遺跡が

確認されています。

調査は， 都市計画道路吉行飯田線街路改良

事業に伴って実施しました。 なお， 同事業に

伴い， 南東に約500m離れた場所で， 古墳時代

から近世の集落跡である福原2・ 3号遺跡の

調査も実施しました。

遺構は， 掘立柱建物跡7棟， 竪穴住居跡1軒，

土坑8基， 溝状遺構9条， 性格不明の遺構7基，

柱穴群です。 これらの遺構の時期は， 出土遺

物(土師器・土師質土器・須恵器・陶磁器・

古銭)から， 古代から中世であると思われます。

出土遺物には， 径30cm以上と考えられる円

面硯の一部もありました。 これは調査区の南

端で検出した重複した性格不明の遺構(SX1・

2)から， 奈良時代前半期の大量の須恵器と

ともに見つかったものです。 この両遺構の底

面はやや平坦ではありますが， 遺構の底面や

周辺に柱穴などは確認できず， 上 部に何らか

の構造物があったとは考えにくいようです。

また ， 掘立柱建物跡は， 最も規模の大きいも

のが梁間2間×桁行4間以上で， ほかは梁間

1間×桁行1聞や， 梁間2間×桁行2聞など，

建物の主軸が南北方向を指さ ない小規模なも

のでした。

遺跡周辺には古代山陽道の木綿駅(ゅうえき)

が推定されていますが 今回の調査ではこれ

を裏付けるような遺構を発見することはでき

ませんでした。 しかし， 大型の円面硯の発見

は古代官街の存在を推定する上で貴重な発見

となりました。 (新井真吾)

空中写真(北から)

(北西から)

大型の同面硯の一部
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遺構配置図
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。ひろしま考古学講座E

この 講座は， 当調査室がこれまで蓄積してきた県内の様々な遺跡の発掘調査や調査研究の成果を

公開する ために昨年度から開催しています。 今年度は “人々の交流と画期" をテーマに， 第1回は

10月6日(日) r移動するもの留まるものJ， 第2回は10月27日(日) r墳墓からみた交流J， 第

3回は11月24日(日) r弥生時代の交流J， 第4回は12月1日(日) r西部瀬戸内の縄文文化J， 

第5回は12月8日(日) r陶磁器から見た交流J ， 第6回は12月22日(日) r瀬戸内海と日本海の

漁携民」の各テーマで、開講し， のべ350名を超える方が

熱心に聴講されました。

特に， 今年度は島根県， 岡山県， 山口県の 研究 者を

招鳴して広島と周辺地域の歴史や文化を比較 する 内容

にしたところ， r吉備を中心にした交流が良く分かったJ ， 

「西部瀬戸内が九州、ほ近畿の影響を受けつつ独自性が

あることが 良 く 分 かつたJ， r日本海と瀬戸内海の比

較が興味深 かったJ， r近隣の県の様子を知ることが

できてよかった」との感想が多く寄せられました。
第6回講座の様子

遺跡の探訪や出土品を見ながらその技と心を学ぶことをとおして， 広島の歴史や文化について理

解を深めていただくことを目的に， 広島市南観音公民館と共催で今年度新た な企画として4回実施

しました。 第1回は平成25年7月21日(日) rこねこね教室-土器づくりJ(参加者40名)， 第2

回は8月20日(火) rマル秘お仕事拝見・体験-埋蔵文化財調査室の特別公開-J (同17名)， 第

3回は9月1日(日) rうまうま教室-古代のごはん炊き-J (同17名)， 第4回は9月29日(日)

「てくてく教室-西区の遺跡探検-J (同21名)を開催しました。 小・中学生も参加しやすいよう

夏休み中の日曜日に開催したところ， 中学生までの方があわせ て21名参加されました。 参加者は西

区を中心に広島市内， 廿日市， また， 遠く埼玉県から祖父母の家に来ていた小学生も参加されまし

た。 多くの方が地域の歴史やモノづくりに関心を寄せられていることに改めて感じました。

(桑原隆博)

第3回「うまうま教室」の様子 第4固「てくてく教室」の様子



復興ヘ
頑張ろう/!
みやぎ

~ 宮城県 で の復興支援調査の記録 ~

宮城県教育庁文化財保護課 復興支援チーム 河村靖宏
(元・広島県教育事業団埋蔵文化財調査室調査研究員)

私は東日本大震災の復興事業に伴う発掘調

査支援で， 昨年4月から宮城県に 派遣されて

います。 今年度宮城県では全国各地から24名

の派遣職員 が支援業務に従事しており， 北は

岩手県境の気仙沼市から南は福島県境の山元

町まで， 防災集団移転予定地や三陸沿岸道路，

]R常磐線移設予定地等で、調査を行 っています。

私は， 7月までは多賀城市， 石巻市， 女川町等

沿岸部の復興事業予定地内における文化財の

有無等を確認する 試掘・確認 調査を行い， 8月

から1月までの6カ月間は 気仙沼市で発掘調査

に取り組んできました。 13. llJから三年が

経過し， 震災の記憶も薄れが ち になりそうな

宮城県の自治体(市町村区分図)

この頃ですが，

こ の一年間を

振り返りな が

ら， 現 地 での

仕事の様子 や

震災 について

の思いなどを

報告します。

1. 八幡沖遺跡(多賀城市)の試掘・確認調査

最初の調査 地となった多賀城市の 八幡沖遺

跡は， 仙台港の苫小牧行 きフェリ一発着場の

北側海抜約1mの低地に位置します。 遺跡の中

心に位置する八幡神社 は， 震災前は鎮守の森

に固まれていましたが， 襲来した津波に よっ

て木々はほ

とんど失わ

れ ， なんと

か保た れ た

本殿のそば

に建立さ れ

た 川、のち

の碑」が被 八幡沖遺跡(黄線内)と仙台港

害の甚大さを伝えています。 絵馬には「みん

なが元気 笑顔になれる日がきますように」と

子どもたちの祈りが 記されていました。

この地区の復興まちづく り事業は， 災害公

営住宅50戸を含む全125戸の住宅供給を目標と

しています。 歴史ある神社と周囲の街並み再

生につながるこの試掘調査は， 文化価値の記録・

伝承と迅速な事業執行という両面を背負って

います。 調査の結果， 神社周辺では遺構の密

度が高く， 多賀城跡出土品と類似した土器類

も多く出土し

たこと から，

来年度早々に

部分的に本調

査を行 うこと

になりました。

塩害を受けた

沿岸部耕作地 祈りそして希望の象徴「いのちの碑」

の圃場整備事業について も， 来年度は多くの

市町で発掘調査 が計画されており， 引続き専

門職員の派遣が現地では必要とされています。

八幡沖遺跡から出土した平安時代後半期の土師質土器

戸



2. 台の下館跡(気仙沼市)の発掘調査

昨年8月から約半年間調査に入った台の下貝

塚・台の下館跡は， 岩手県陸前高田市に隣接

する気仙沼市の北部に位置しています。 気仙

沼といえば東北屈指の漁業基地があり， カツオ・

マグロ・サンマ等の水揚げが多いことで有名

です。 昨年6月に調査を終了した隣接地の波怒

棄館遺跡で は， 縄文時代の遺物包含層から

140kgを超えるマグロの骨が出土し， Iマグロ

漁のムラ」として注目されました。 現地説明

会には350人以上の参加者があり， 縄文時代か

ら引き継がれてきたこの地域の漁携文化に誇

りを感じたとの声を多く耳にしました。

貝層から大量のマクロの骨が出土した波怒棄館遺跡

そして， この度の台の下館跡の調査におい

ては， 縄文時代中期末頃の集落跡がまとまっ

て発見され， Iマグロ 漁のムラ」の住環境の

解明につながる貴重な情報を得ることができ

ました。 特に， 東北地 方を中心に分布する「複

式炉」と呼ばれる炉跡が， 良好な残存状態で

数多く確認されており， 生活に欠かせない「火」

の使用法や食材の調理法を知るう えで重要な

手がかりとなるでしょう。

震災復興に伴う発掘調査以前には， 気仙沼

市で本格的な発掘調査が行われた事例は多く

はありません口 説明会の取材に来られた地元

紙三陸新報社も「歴史を肌で感じる機会はそ

う多くない」と記しています口 埋蔵文化財の

調査によって解き明 かされた歴史像や先人た

ちの生活ぶりが 新しい生活をこの高台で始

めようとされている地域の方々， そして， 地

元での生活再建に粘り強く取り組んでおられ

るすべての人々の勇気や希望につながるもの

縄文時代のシステムキ、ソチンといわれる「複式炉」

で、 あってほしいと強く感じました。

3. おわりに

ここ仙台では， 毎日のように新聞やローカ

ル局製作のテレビ番組等で震災関連のニュー

スが飛び交っています。 遠く離れた広島のみ

なさんには， 震災はもはや過去のニュースか

もしれませんロ そんな中で是非お伝えしたい

のは， 気仙沼市が8.6と8.9の両日とも黙

とうのサイレンを鳴らしたことです。 私たち

派遣職員は発掘現場プレハブ前で、作業員さん

とともに祈りを捧げ， また， 普通の生活を安

心して送れるという「平和な地域社会」の再

生を誓いました。 もうひとつ忘れてはならな

いのは， この震災で多くの若い命が失われた

ことです。 昨夏東北を 訪れた家族とまず訪問

したのは， 津波によって70数名の幼い命が奪

われた大川小学校でした。 宮城県内の児童・

生徒の死者・行方不明者は430名( I子どもの

命は守られたのか」数見隆生編著)にのぼり

ます。 4月からは広島で、の仕事が待っていると

思いますが， 赴任中に得た経験を文化財保護

に限らず広い視野で地元に還元できればと考

えています。

ー と一一 一一 一一

地元住民を対象に行われた現地説明会

(台の下貝塚・台の下館跡)
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平成25年度の発掘調査報告書等を刊行しました。
ご希望の方は調査室へお問い合わせください。

膏 名 市町名 概 要 頒 価

岡東第1- 7号古墳は5世紀頃に築造された
聞東第 1-7号古墳・聞東第 古墳群で埋葬施設は粘土榔や土坑などである。

1号横穴墓・岡1号遺跡・岡 庄原市 第1号横穴墓は7世紀中 頃の築造で玄室から 1 ，100円

2号遺跡・半戸1号遺跡 2体の人骨を検出した。 岡1号遺跡・半戸1

号遺跡では落し穴を調査した。

風呂谷遺跡
遺跡は古墳時代後期の集落跡で， 旧石器や縄

2 三次市 文 土器等も出土した。 古墳は6世紀後半の土 1，500円
風呂苔古墳 器床をもっ横穴式石室である。

宮の本遺跡
7世紀の集落と横穴式石室4 基を調査した。

3 
宮の本第11・33-35号古墳

三次市 集落跡の一角では， 村落寺院的な遺構がみつ 700円

かっている。

4世紀末から7世紀前半に築造された古墳群で

4 箱山第3-6号古墳 三次市 ある。 第 3号古墳は横穴式石室， 第4- 6号古 500円

墳は箱式石棺などを埋葬施設としていた。

4世紀末から5世紀前半にかけて築造された古

5 下矢井南第3-5号古墳 三次市 墳群で 粘土榔 などを埋葬施設としていた。 遺 800円

物には筒形石製品， 竪櫛， 鉄斧などが出土。

若見迫遺跡は8-9世紀前半頃の集落跡で朝鮮

6 
若見迫遺跡

三次市
半島産と考えられる鉛塊が出土している。 畑

700円
畑尻遺跡 尻遺跡は中世から近世の集落跡であるが， 縄

文時代初期の石核・蔵石が出土した。

中世から近世の古墓群を中心とする遺跡である。

7 =隅山遺跡 三次市 正陵斜面を3-4段に造成した平坦面に， 積石 800円

で構築した古墓20基を調査した。

15世紀後半から16世紀前半にかけて使用され

8 頼藤城跡 三次市 た山城で三つの郭群(4 5段の平坦面を築成) 400円

を検出した。

室町時代の大田庄内の集落跡を調査し， 柱穴

9 杉谷遺跡 世羅町 群を検出した。 古墳時代の土坑からは須恵器 400円

6個体を供した祭施跡を確認、した。

平成24年度ひろしまの遺跡を 近年調査された広島県只野原3号遺跡や島根

10 語る「中国山地の旧石器文化 県原田遺跡を中 心 に， 中国山地での旧石器文 600円

を考える」記録集 化研究の現状について紹介した。

、 (公財)広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室報あとがき

・今年の2月は例年になく記録的な大雪に見舞われ，

各地で交通渋滞が発生し， 現代社会が雪に弱い

ことを露呈しました。

・春分の日も過ぎ， 桜前線北上のニュースも伝わ

ってきています。 職員は報告書作成が一段落し，

新年度事業の準備に向けて意欲的に取り組んで

ひろしまの遺跡 第111号

発行日 平成26(2014)年3月24日
編 集 (公財)広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室
干733-0036広島市西区観音新町四丁目8番49号

TEL(082)295-5751 

ホームページ http://www.harc目or田IP

E-mail maibun@harc.or目IP

発 行 公益財団法人広島県教育事業団
h います。

， 印 刷 株式会社 工ル・ コ
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