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例言

1.本 書は、平成20年 度(2008)に おいて、 日本放送協会松江放送局、 日本海テ レビジ ョン放送株式

会社、株式会社 山陰放送、 山陰中央 テ レビジ ョン放送株 式会社 の委託 を受け実施 した津:和野 デジタ

ルテ レビ中継局送信設備 整備工事予定地内 「陶晴賢本陣跡Ⅱ 」の発掘調査報告書である。

2.調 査 は、島根県教育委員会文化財課 の指導 と協力 を得 て次 のような体制で実施 した。

調査指導

事務局

調査員

調査補助員

調査参加者

島根県教育委員会文化財課

津和野町文化財保護審議会委員

津和野町教育委員会 教育長

教育次長

文化財係

津和野町教育委員会文化財係長

永田 茂美

佐伯 昌俊

坂本 勝義

文化財係

椋木 牧子 麻野

森川リユ子 岩本

久保 政幸 森本

松島 弘

齋藤 誠

廣石 修

米本 潔

中井 將胤

宮田 健一

遥

光子 弘奥 長生

定見

3.発 掘調査 に際 しては、島根県教育委員会文化財課 に終始多大な協力 をいただ き、 ここに合 わせ て

感謝の意を表 したい。

また、発掘現場 においては、地元 の方々にご協力 を得 るなど、 ここに無事発掘調査 を終 える こと

がで きた ことに対 してお礼 を申し上げたい。

4.今 回の調査 において、土坑 一SKと 略号 している。なお、編集 に利用 した現地地図は、津和野土地

改良区の協力 を得た1/25,000の 縮尺のものであ り、現地における基準点測量及び地形図(1/1,000)

は、株式会社ワール ドの協力 を得て行 った。

5.調 査 に伴 う記録類 は、津和野町教育委員会で保管 している。

6.本 書 は宮 田 ・永 田 ・椋 木 ・佐 伯 ・麻 野氏 の協 力 の もと、中井將 胤 が編集 にあた った。
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第1章 発掘調査の経緯 と経過

第1節 発掘調査の経緯

平成20年2月22日 、 日本放送協会松江放送局 より松江 ・津和野デジタル中継局送信設備整備工事地

内の埋蔵文化財 の有無、及 び取扱いについての協議が津和野町教育委員会 になされた。

これ に対 し、今 回の建設予定地は陶晴賢本 陣の主郭の一部であることから、建設場所 の変更 を協議

したが、既 に変更計画 は難 しい状 況にあ り、テ レビ放送 の利便性、今 日性 も考 えれば工事 はや むを得

ない ものと判断 した。

平成20年2月25日 、津和野町教育委員会 は、島根県文化財課の指導によ り、工事予定地 内を工事着

手前 に発掘調査 を行 う必要がある旨を回答 した。同年3月14日 付 で島根県教育委員会へ埋蔵 文化財発

掘調査通知 を提 出 し、そ して4月2日 に依頼 を受 け、4月10日 よ り現地調査 を実施 した。

第1図 位置図

第2節 発掘調査の経過

発掘調査 を開始す るにあた り、調査対象範 囲を決めるため、NHK側 の工事担当者が現地 において

工事範囲を設定 しその範囲全体 を調査区 として発掘調査 を開始 した。

発掘調査が後半 に差掛か った段階で、文化財 コンサル タン ト㈱ の渡辺氏 に依頼 を してそれ までに検

出された遺構等の年代想定 をす るため来跡 された。そ して、現地調査 は平成20年5月12日 に無事終了

した。

さらに、調査報告書 を作成する段階においては、県文化財課の西尾克己氏 に指導 を受けた。
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第2章 地区の概況

第1節 地理的環境と地形的立地

本遺跡が所在す る津和野町 は、島根県西部 に位置(第1図)し 、北 ・東側が益 田市、南側が吉賀 町、

西側が山口県 に接 した位置に存在する。そ して、東西27km、 南北19kmを 測 り、総面積高津307.09km

となる。 また、総面積 の約8割 以上が山林 で、高津川や津和野川の流域 とその支流が入 り込 み、流域

に市街地、集落、農地 が点在 し、まさに典型的な中山間地域である。

陶晴賢本陣跡は、島根県津和野町中座1680-2番 地に所在 し、本 町の南東部にあたる山 口県 との県

境 に位置す る。該当地 は西か ら北東方向に流下する津和野川の右岸 にあ り、標高約420m、 比高約220

mを 測 る位置 に立地 している(第2図)。 また、正面北側 には津和野川を隔てて津和野城があ る。 そ し

て、津和野川 をはじめ とする河川沿いに200～300mの 平野部が城下町 を含めて広が り、400m級 の山々、

さらに900m級 の山々がそびえて周囲を囲む形 で盆地状 の地形 を形成 してい る。

そ して津和野城、城下町が一望で きる位置にこの陶晴賢本陣はある。

第2図 地形断面図
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第2節 歴史的環境

津和野 町には、 これ まで に多 くの遺跡等が確認 され発掘調査等 を実施 してお り、今 の ところ後期 旧

石器時代 にまで遡 る。旧石器 は町内で唯一ナイフ形石器が喜 時雨遺跡か ら出土 している。 また、縄文

時代以降の遺跡 も数多 く点在 してお り、開発等 に伴 いそれ らの遺跡の一部 は発掘調査等 に よって解 明

されつつある。

本地区周辺の遺跡 は、地形 は、津和野川が西か ら北東へ流 れ、津和野川付近 は高田盆地 という立地

か ら多 くの遺跡が点在 している(第3図)。 古い時代 としては、高 田遺跡や山崎遺跡か らは縄文時代早

期 の土器が出土 してい る。 また、本調査地の麓である大蔭遺跡 は縄文後期か ら奈良 ・平安時代 の遺跡

であ り、 さらに中世以降の遺跡 も多 く点在する地域である。

そ して北側 にある標高350mの 山頂 には津和野城(石 垣)現 存 し、その東側麓 には城下町が広がって

いる。 また、陶本 陣があ る山の東側 には江戸期 に整備 された当時の主要街道である山陰道が良好 な状

態で現存 している。

中世津和野の領主吉見氏 は、弘安5(1282)年 に元冠再防備 のため能登 国か ら津和野北部の木部地

区に入 り、その後14世 紀 に津和野城 を構 えた と伝 え られてい る。中世の津和野城の大手口 は近世以降

の大手 口とは反対側 の喜時雨 にあ った と伝 え られ、吉見氏 の居館 も同時 に存在 していた とす るのが通

説である。

本陣 を構えた陶晴賢は、天文20(1551)年 、主君である大 内義隆を自害に追い込んだあ と、益田氏

と共 に、吉見氏 を挟 み撃 ちにしようとした。そのため領主 であ った吉見正頼 は、主君 であ り、 また義

弟 であった大 内義隆の弔いのため、天文22(1553)年 、陶晴賢討伐 を宣言 し、戦が始 まったのである。

討伐宣言後、陶晴賢 は幾度 とな く吉見氏 と激戦 を繰 り広 げていた ものの吉見氏 を滅ぼす こ とはで きず、

天文23(1554)年3月 この地 に陣を構 えたのであった。そ して12回 の激戦の末、4月17日 頃か ら戦況

が変化 し、ついに吉見正頼 は津和野城の尾根沿い にある下瀬山城 に後退することとなったのである。

陶軍 は8月2日 に全面攻撃 をかけ、多 くの死傷者 を出す接近戦 を繰 り広げたが、それで も毛利氏 と

連携 をとっていた吉見氏 は最後

まで抵抗 を続け、9月 に入 り尼

子氏調停 の もと正式 に和解 し、

___.年もの長期 に亘 る戦が終わっ

たのである。

陶ヶ嶽(津 和野百景より)
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1.喜 時 雨 遺 跡

2.高 田遺 跡

3.大 蔭 遺 跡

4.門 林 遺 跡

5.彷 僧 原 遺 跡

6.観 音 平 遺 跡

7.狐 尾 遺 跡

8.石 田遺 跡

9.西 中組 遺 跡

10.桂 川 遺 跡

11.山 崎遺 跡

12.元 山遺 跡

13.東 中組 遺 跡

14.鷲 原 八 幡 宮 流 鏑 馬 馬 場

15.上 寺 田 遺 跡

16.津 和 野 藩 御 殿 跡

17.高 崎 亀 井 家 屋 敷 跡

18.山 陰道

19.津 和野廿日市街道

20.津 和野奥筋往還

1.陶 晴 賢 本 陣 跡

2.津 和 野 城 跡

3.喜 時 雨 陣 城 跡

4.御 陣 場 山城 跡

5.茶 臼 山城 跡

6.段 原 山城 跡

7.丸 山城 跡

8.伝 吉 見 乳 母 の墓

9.伝 吉 見 民 部 の墓

10.吉 見 小 将 正 頼 夫 人 の墓

11.吉 見 頼 行 の墓

12.上 寺 田石 塔 群

第3図 位置と周辺の遺跡分布
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第4図 陶晴賢本陣縄張図
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第5図 陶晴賢本陣跡全体測量図
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第3章 調査概要

第1節 調査区の設定

今回の鉄塔 や付 随施設等 の建設予定地は、約34㎡ であ り全面発掘調査 をす ることにした。開発予定

範囲 を基 に東側 に4m×3.5m=14㎡ の方形に設定 し、50cm幅 のベル トを設 けその西側 に4.8m×3.7m

=17 .76㎡ の長方形 の調査区 を設定 した。そ して、西側 をA区 、東側 をB区 とし、調査面積 は、ベル ト

部分 を含めて合計約34㎡ を測る(第6図)。 最終的に、A・Bの 調査 区の問にあるベル トは掘削 した。

なお、平成18年 度で調査 した場所 は本地区より約150m東 側である。(第5図)

第6図 調査区配置図
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第2節 層序と層位

1.は じめに ノ

本節で記 してい る土層の色彩 は、農林水産省農林水 産技術会議事務 局 ・財団法人 日本色彩研究所

が監修 している、小 山正忠 ・竹原秀雄 著 『新版 標準土色帖2004年 版』を使用 している。

2.層 序状況

本遺跡 のA区 西側の基本層序は、1層 の表土 、2層 は旧表土、3層 は撹乱層、4層 は黄褐色土(10

YR5/6)、5層 はにぶい黄褐色土(10YR4/3)、6層 は明黄褐色土(10YR6/6)で 地山であ ると考

えた。 また、B区 西側 の基本層序 は、1層 の表土、2層 は旧表土、3層 は黄褐色土(10YR5/6)、4

層 は明黄褐色土(10YR6/6)、5層 は明黄褐色土(10YR7/6)で 地山 と考 えられた(第7図 ・図版4)。

以上の ようにA・B区 の基本層序 を見 たが、A区 の約半分が撹乱 を受 けていることか らB区 の東壁

か ら検証することにす る。まず、現在 の地表面であるが、僅かに南側が低 く傾斜 している。 そ して1・

2層 まではそれ と並行 に堆積 してお り、3・4層 については南側端 には確認で きず地 山が2層 下 に現

れる。 この ことか ら、 この山の本来の高い部分 は南側 であ り(現 在は調査 区の北側が高い)、 陶軍が山

城 を築 く際に尾根部 を掘削 し、北側へ盛土 して平坦な平場 を作 ったのではないか と考 え られ た。おそ

ら く4層 上面が水平であることから当時の表面であると思 われた。

第7図 土層図
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第3節 遺 構

1.は じめに

本 節 で述べ る遺 構 につ いて は、土 構 をSKと 略号 した(第8、9図 ・図版5、6)。

2.検 出遺構

SKと 称 した遺構 は、2箇 所検 出された(第1表 検:出遺構計測表)。SKO1は 、炭化物 を含 んだ遺

構 で40cm×60cmの 方形、深 さ約18cmを 測 る。 この遺構か らは、炭化物が検出 されている。人工的 に地

面 に穴 を掘 って、そ こで火 を熾 していることは確かであるが遺構 の用途 については不 明である。また、

ここか ら検 出された炭化物 については、 自然科学分析 を行 ってい るので、その結果 につい ては事項で

述べ る。SKO2は 、20cm×20cmの ほぼ円形で深 さ10cmを 測る。 この遺構の用途 について も不 明である。

以上、簡単 にSKO1、02に ついて述べたが、狭 い範囲の調査 であ り、 また撹乱 を受けている部分が多

いので、その他の遺構 は確認する ことがで きなか った。いずれの遺構 も遺物等 を伴 わない状況での検:

出であった。そのため、作 られた時期や用途 については不確定な部分が多 い結果 となった。

SK 上面(標 高) 下面(標 高) 深 さ(cm) 直径(cm) 備考

SK-1 418.65 418.6 約18 約62 炭化物有

SK-2 418.75 417.95 約10 約20.5

第1表 検出遺構計測表
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第9図SKO1・02断 面図
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第4節 年 代 測 定

1.分 析試料 について

2-1試 料採取地点

図2-1に 試料採取地点 を示す。平面図は、津和野 町教育委員会 よ り提供 を受 けた原 図 をもとに作

成 した。

図2-1試 料採取地点

2-2年 代測定試料

1式料 の概 要

試料 名:TS-1

重 量:0.2864g

試料 の種類:炭

図2-2年 代 測定 試料(TS-1)
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2.AMS年 代測定方法

(1)原 理

大気圏上層で熱 中性子化 した宇宙線が、窒素原子 と原子核反応(14N+n→14C+H)を 起 こ して放射

性炭素(14C)が 生成 され る。この放射性炭素(14C)は 、CO2と して炭素 リザーバー(大 気1.6%、

腐植2.6%、 生物圏0.8%、 浅海2.0%、 深海93%)に 貯蔵 され、___.方では5568(5730)年 の半減

期 で β一壊変をお こす。光合成等 の生命活動 を通 じて生物体 に固定 される。

'4Cの 初期量 は
、それぞれの生命活動の行 われた リザーバー における14Cの 平衡状態 における量 と同

じと考 えられ、生物体 の死滅 とともに、 閉 じた系の中で減衰 してい くと考 えられる。つま り、生物遺

体 中の14C濃 度 を測定 し、現在の14C濃 度 とくらべ るこ とに より、その生物が死んでか ら現在(た だ し、

1950年 を現在 とみなす)ま での経過年数がわかる。

(2)前 処理及び測定方法

1)前 処理

塩酸による酸洗浄(試 料 により、水酸化ナ トリウムによるアルカ リ処理)。

2)試 料 の調整

酸化銅 とともに加熱 し、二酸化炭素 を生成。

精製ラインにおいて水 、二酸化硫黄な どの不純物を除去。

精製 した二酸化炭素 を水素 と鉄 とともに加熱 し、グラフ ァイ トに調整。

アル ミ製ターゲ ットホルダーにプ レス圧入

3)測 定

AMS(加 速器質量分析)法 による。

タンデム型イオン加速 器を用い14C濃 度 を測定する。

4)年 代計算

年代計算 を行 う際には、14Cの 半減期 を5568年 として行 う。

5)補 正計算

δ13Cを 測定 ・算出 し、4)で 得 られた年代値 を補正する。

6)暦 年代較正

OxCalver4.0.5を 用い、INTCALO4デ ータを利用 して算出す る。
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3.AMS年 代測定結果

測定結果 を表4-1に 示す。

表4-1に は、補正'4C、 暦年較正用年代 、暦年較正年代(1σ 、2σ)の4種 類 の年代 値 とδ'3C

を示 してある。

測定年代は、従来 は実年代 として用 い られて きた価 である。'4C濃 度が環境、時代 にかかわ らず常 に

一定であるとい う仮定の下 に
、 リビーの半減期(5568年)を 用いて計算 した価である。

補正13Cは 、後記暦年較正用年代 の、1の 位 を 「0」、 「5」 で丸 めた ものである。

暦年較正用年代 は、14C濃 度が環境 により変動することか ら、 δ13Cを 測定 し、 δ13C=一25%。 に規格

化 した14C濃 度 を求め、年代値 を算 出 した ものである。

上記 の年代 は、いつれ も西暦1950年 か らさかのぼった年代値である。

一方暦年代 は
、時代(時 間)と ともにランダムに変化 している大気 中二酸化炭素の14C濃 度 を、樹木

の年輪や海底堆積物の縞(し ま)状 粘土、サ ンゴの年輪 から明 らかにして得 られた暦年代較正データ(I

NTCALO4)を 用 いて、暦年較正用年代 を較正 した ものである。

図4-1年 代測定結果

試料 δ穐C

(鮒

補 正14C

(yr8P}

暦 駕較 正 用年 代

(yr3P}

麿無較正年代 測定 番号

(PL組卜}甑 遺構名 麟態 蓑σ終年代範囲 2σ麿年代範囲

肇

α§一1}
SK-2

炭化材

乾燥
一27 .64土 ◎.1G 122薮 士2◎ 詮26出 鍛

A972卜74雄3、 謝

A◎フ70-326(4◎.謝

《984レ8㈱ 〈ヨ4.㈱

《0694-748(23.o%)

組765-38雀 く72.496
10348

図4-1暦 年較正結果
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4.得 られた年代値について

調査地点 は、天文23年(1554年)の 三本松城(津 和野城)を 中心 とした攻防戦 の際に、陶晴賢が本

陣を置いたとされる場所であった。 このことか ら、年代測定 を行った炭片が採取 された遺構(SK-2)

は、陶晴賢の本陣に由来するもの と考 えられていた。

今 回得 られた年代 はAD694～881年(飛 鳥～平安時代前期)で あ り、予想 された年代 と大 き く離れ

るものであった。一・方、平成18年 度調査 に伴 う遺構 内か ら採取 された炭片のAMS年 代 も今 回 とほぼ

同じAD680～870年(飛 鳥～平安時代前期)で あった(渡 辺正 巳,2007)。

通常、樹木 を用いた年代 測定値 は遺構 の年代 よ り古 くなる傾向にある。 これ は、樹木の成 長 に関係

現象 と考え られているが、700～900年 とい う値 は、樹木の成長 に伴 う誤差 とす るには離れす ぎた値で

ある。 したが って得 られた年代値か らは、今 回の遺構が天文23年(1554年)の 陶晴賢本 陣に関係 した

ものであった可能性は極めて低 く、飛鳥～平安時代前期 の遺構であると考 えられる。

天文23年(1554年)の 吉見正頼攻めに際 して陶晴賢が この地 に本陣を築いたことは史実であるが、

本 陣の作 り方 や戦場 での生活 について再考す る必用があるか も知れ ない。 また、遺物が出土 してい な

い ものの古代 の遺構が検出されてお り、 この地での営みについて も考 える必用があろう。

6.ま とめ

天文23年(1554年)の 陶晴賢本陣跡 に関 した と考え られる遺構内 の埋土 中の炭片 を対象 に、AMS

年代測定 を実施 した。 しか し、得 られた年代値 は飛鳥～平安時代前期 を示す ものであったこ とか ら、

この遺構 は陶晴賢本陣 と関係が無 く、古代の遺構であったと考えられる。平成18年 度調査で も同時期(古

代)の 炭片 を含 む遺構が検 出 されてお り、戦国時代 における本陣の作 り方や戦場 での生活 について再

考す る必用が あるか も知れない。

文化財 コンサルタン ト㈱ 渡邊正 巳氏
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第4章 小 結

今 回調査 を実施 した地点 は、陶晴賢本 陣跡 として築かれた山城の一部分である。 しか も、 開発事 業

に伴 う緊急の調査 であったため、調査 日数、調査面積 とも制限 された状況であ り、 さらに城全体 のわ

ずか数%が 調査対象であった。

その成果か ら城の全貌 を明 らかにするこ とは困難である。 しか し、今回の調査 区周辺は、土層 な ど

か ら考察 して尾根 を削平 して平坦地 を作 った ことが確認 で きた。また、用途 は不 明で僅:かではあるが

土坑 などの遺構 も検 出された。

また、検 出された土構 の一つは、年代測定 によると奈 良か ら平安期 の ものである との結果が得 られた。

前 回調査(平 成18年 度)し た時において も今 回 と同 じような遺構が確認 されていることか ら、 中世 に

おいて山城 として整備す る以前にも何 らかの施設などが この場所 にあった と思われた。

そ して、出土遺物が皆無であった こと、検 出遺構 が少 なかった事実は、吉見氏系 の山城 として整備

された もので はな く、天文の役の時だけに使用 された僅か5ケ 月の期 間であったことと関係 があ るの

ではないか と考 えられた。 また、想像 の域は越 えないが、 この場所 は津和野城 を監視す るため には最

適 な立地であるこ とか ら、見張場的な要素 をもつ施設があったのではないか と思われた。
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1調 査 地点鳥 目敢
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図版2

1陶 晴賢本陣跡近景(北 か ら)

2陶 晴賢本陣跡 から見た津和野城 と城下町
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図版3

1調 査前状況(北 か ら)

2調 査 前状 況(南 西 か ら)
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國

1A調 査区東壁

2B調 査 区東壁
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図版5

1SKO1検 出状 況

2SKO1完 堀 状 況

一21一



図版6

1SKO2検 出状 況

2SKO2半 堀 状況
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