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倉敷埋蔵文化財センターは、倉敷市における埋蔵文化財保護の拠点施設として、発掘

調査をはじめ出土遺物の整理・収蔵・研究等を行う一方、近年特に関心の高まっている生

涯学習の一助として、考古学に関連のあるさまざまな講座 0講演会・企画展示等を実施し

てまいりました。

こうした調査研究活動と普及活動は、当センターの運営の両輪であり、今後ともさら

に努力を重ね、より市民に親しまれる施設として皆様のご期待に応えてまいりたいと

願っております。

平成 8年度は大規模な発掘調査もなく、むしろ普及活動において多くの成果を得るこ

とができました。とりわけ企画展の「古代の織物Jを はじめ考古学講座など、多くの市民

のご観覧、ご参加をいただき、大変ありがたく存 じております。

このたび刊行いたしました年報は、当センターが平成 8年度に実施いたしました活動

の一端を公開するものです。本書が今後の埋蔵文化財保護行政の一助として、また生涯

学習におけるいささかの参考になれば幸甚に存じます。

最後になりましたが、調査をはじめ講座等の実施にあたり、ご指導ご協力を賜 りまし

た関係の皆様に厚くお礼申し上げますとともに、今後とも市民各位のよリニ層のご支援

を賜 りますようお願い申し上げます。

平成 9年 8月 31日

倉敷埋蔵文化財 セ ンター

館 長   荻 野 延 治



例  言

1,本書は、倉敷埋蔵文化財センターが平成 8(1996)年 度に行った、埋蔵文化財保護行政の概要につ

いてまとめたものである。

2。 発掘調査は、倉敷埋蔵文化財センター学芸員福本明。鍵谷守秀 。小野雅明・藤原好二・片岡弘至が

担当した。

3.本書の執筆は各担当者が分担 して行い、調査事業報告についてはそれぞれ文末に文責を記 した。

全体編集は鍵谷が行った。

4.出土遺物の整理は倉敷埋蔵文化財センターで行い、整理にあたっては、内田智美・木曽敏江・藤田

朱美・宮地かをりの協力を得た。

5,調査地位置図で使用 した地形図は、倉敷市発行の50,000分の 1の都市計画図を縮小 したものであ

り、その他の位置図に使用 したものは、倉敷市発行の都市計画図を複製または縮小 したものであ

る。

6。 本書に関する実測図・写真・遺物等は、全て倉敷埋蔵文化財センターで保管 している。
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1組 織

埋蔵文化財センターは、生涯学習施設であるライフパーク倉敷の中の一施設として、市域内の埋蔵

文化財に係る業務を一括して担当している。1996年度における埋蔵文化財センターの組織及び人員

は下記のとおりとなっている。

倉敷埋蔵文化財センター機構図

ライフパーク倉敷 市民学習センター倉敷市教育委員会 生涯学習部

視聴覚センター

教育センター

科学センター

埋1蔵1文化財センタ|■

ライフパーク倉敷 所長

埋蔵文化財センター館長

ク   主 任

ク    学芸員

ク         ク

//          ク

//         //

//          ク

ク         //

ク   嘱 託

ク   臨時職員

//         //

//        //

能登 康行

荻野 延治

福本  明

鍵谷 守秀 (科学センター学芸員兼務 )

小野 雅明

綾野 早苗

藤原 好二

中野 倫太郎 (文化財保護課学芸員兼務 )

片岡 弘至

内田 智美

藤田 朱美

木曽 敏江

宮地 かをり  (職名等は 1997年 3月 31日 現在 )

平成 8年度 埋蔵文化財センター運営協議会

会 長  間壁 忠彦 (学識経験者 )

副会長  小野 一臣 (  ク  )
委 員  上野 卓之 (小学校校長会県副会長)

ク   西澤 秀郷 (中学校校長会県副会長)

ク   野上 拓士 (高等学校校長会会長)

ク   古谷野寿郎 (学識経験者 )

ク   池田三重子 (  ク  )
ク   宮回 公子 (  ク  )
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Ⅱ 事業の概要

1.埋蔵文化財センター運営協議会

協議会 平成8年 7月 2日 (火)会 場 ライフパーク倉敷「第3会議室」

議 事 1.平成7年度埋蔵文化財センター関係事業実績報告について

2.平成8年度埋蔵文化財センター関係事業計画について

3.先進地視察について

視 察 平成8年 8月 22日 (木)～ 8月 23日 (金 )

高知県高知市・南国市 (高知県埋蔵文化財センター・土佐神社・高知城・高知県立

歴史民俗資料館・土佐国分寺・土佐国府跡ほか)

2.調査事業

(1)発掘調査  全面調査2件、確認調査9件、立会調査 18件 を実施 してお り、ほぼ前年度並みの

件数となっている。このほかに、開発面積が 1,000m2を越える事業についての事前

協議は109件で、こちらは前年度に比べ約 50件少なくなっている。

(2)分布調査  今年度は児島地区を中心として、一部玉島地区の補足調査を含めて行った。調査

の時期が秋から年度末に限られ、また他の事業との重なりもあり、踏査を実施 した

遺跡は約70遺跡にとどまった。

3.普及・啓発事業

(1)企画展・講座

タイ トル 開 催 日 回数 人 数

企画展「古代の織物」

春の遺跡見学会

親子ふれあい隊

夏休み親子考古学教室

古代の染 と織物 I

古代ガラスの博物誌Ⅳ

土器が語る吉備の歴史

古代の染 と織物 Ⅱ

古代の染 と織物Ⅲ

古代の染 と織物Ⅳ

97.2.4-97.3.9

96.5。 11

96.5.26・ 6.9・ 6。23

96.7.2407.25

96.8。4

96。 10.12・ 10.13

96。 11.7・ 11.14・ 11.21

97.2.16

97.2.23

97.3.2

1回

3回

2回

1回

2回

3回

1回

1回

1回

2,175人

34人

44ノ、

27人

66ノ、

56人

103人

26人

38人

32人

(2)報告書の刊行

倉敷埋蔵文化財センター年報3 -1995年度―

A4版 本文 58P 700部  1996年 11月 刊行

池 尻 遺 跡 ―倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第6集 ―

A4版 本文68P 図版 16P 700部  1997年 3月 刊行
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(3)貸 出資料

4.寄贈資料

年 月 日 寄贈者名 資 料 名 点 数

平成 8年

5月 23日

平成 9年

2月 15日

2月 24日

北村精三

長江康美

中山頼夫

酒津―水江遺跡出土土器

種松山出土土器

酒津一水江遺跡出土土器

玉島地区を中心 とする

考古資料

整理用コンテナ 8箱

1袋

1点

段ボール 5箱

5.利用者数

展示・講座等を含めた今年度の利用者数は下表のとおりである。開館日数292日 に対し入館者数

は 16,006人 で、1日 平均 54.8人 が利用していることになる。利用者総数についてみると前年度比マ

イナス20%であり、開館後初めて2万人を割り込んだことになる。こうした減少傾向はライフパー

ク倉敷全体についてもあてはまるもので、開館5年 目となる平成9年度は、今一度そのあり方につ

いて問い直すべき時期と言えよう。

【平成 8年度利用者集計表】

月 8 10 1 合計

開館 日数 26 25 24 26 24 292 (日 )

入
館
者
数

一般 583 532 491 1,045 639 694 531 266 1,116 1,149 8,574(人 )

童

徒

児

生
879 1,346 601 472 944 505 802 583 410 183 348 7,432(人 )

合計 1,462 2,265 1,133 963 1,989 1,144 1,496 1.l14 1,464 1,788 16,006(人 )

3

年 月 日 貸 出 資 料 点数 貸 出 先

平成 8年

4月 16日

6月 28日

9月 25日

平成 9年

3月 2日

中国渡来銭  :カ ラースライ ド

軒丸瓦   ・秦原廃寺

中国渡来銭  ・カラースライ ド

楯築遺跡全景・モノクロプリント

3点

1点

1点

1点

(株 )浜 島書店

総社市教育委員会

(株 )第一学習社

(株 )新人物往来社



Ⅲ 普及・啓発事業報告

1.企画展「古代の織物」

期  平成9年 2月 4日 (火)～ 3月 9日 (日 )

場 埋蔵文化財センター「展示室」

象 一般

場 者  2,175人

古代の人たちはいったいどんな衣服を着ていたのだ

ろうか。この企画展は当センターに来館された方々の

こうした疑間に答えるために開催 した。展示では考古

資料、復元資料、伝統技術の三つの視点から、それぞれ

「考古資料の語るもの一発掘された布と織具―」、「よみ

がえった古代の美―復元された布と織具―」、「古代人

の知恵と技」と題 して、布に織 り込まれた古代の知恵

と技術、そして美意識を探った。

まず、「考古資料の語るもの」では、鉄剣や鏡などの

金属製品に付着 して しか残ることのない織物の痕跡

や、紡錘具、織機、縫針など実際の出土資料を紹介 し

た。次に「よみがえった古代の美」では、考古資料をも

とに復元された衣装、織機など推定をまじえながら紹

介 した。藤ノ木古墳出土資料の復元品などは見た目に

もかなり鮮やかなものだった。最後に「古代人の知恵

と技」では、糸の素材・染色顔料などとともに、現在 も

昔なが らの織 りの技法を伝えている「阿波太布」「葛

布」の工程等を中心に紹介 した。絹や綿の他にさまざ

まな繊維が使われていたことがわかった。

身近な問題であるにもかかわらず、こうしたテーマ

の企画自体が少ないことも手伝ってか、会期中は多 く

の方々が来館 した。意外に古い時代から複雑な織物が

織 られていたことに驚きの声をあげていた。考古学に

興味のある人ばか りでなく、染めや織 りに関心のある

方の見学 も日についた。テーマの設定 。展示の手法に

よって来館者層の幅を広げることができるとわかった

のは、当センターにとっても意義深いことだった。

会

会

対

入

イ



2。 企画展関連行事

1)講演会

講  師 高野昌司

日  0寺  平成9年 3月 8日 (土 )

会  場  ライフパーク倉敷「大ホール」

対  象  一般

入 場 者 201人

今回の企画展をより詳 しく学べるように、京都川島

織物文化館の高野昌司氏にご講演いただいた。

織物の素材や歴史の話を基に、先生の長年の研究成

果である、古代織物復元についてお話があった。布に

興味を持つ一般の来聴者にも分か り易い内容で、復元

された布のスライ ド等 も交えながら、古代人の技術 と

美意識を垣間見ることができた。

なお、当日は近隣各県のみならず、遠方の府県から

の参加 もあ り、布に関する興味の深さがうかがえた。

2)コ ンサー ト

講  師  白神明恵

日  時  平成9年 3月 8日 (土 )

会  場  ライフパーク倉敷「大ホール」

対  象  一般

入 場 者 201人

古代楽器研究家である白神明恵氏を演奏者にお迎え

して、琴の糸が紡 ぎだす古代の音色に耳を傾けていた

だいた。

紡 ぎに関連する曲を選曲し、聴覚的に織物の世界に

誘った。演奏に際 しては、復元 した古代琴・土笛 。土器

太鼓等のセッションにより、ハーモナイズされた古代

の調べに魅了された。また、幻の七絃琴の音色は幻想

的で荘厳な調べであった。

多 くの聴衆が古代の音色のとりことなり、暫 し時を

忘れた一時であった。
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3)古代の染 と織物Ⅱ

～縄文の衣・編布～

講  師 尾関清子

日  時 平成9年 2月 16日 (日 )

会  場 埋蔵文化財センター「遺物整理室」

対  象 一般

受 講 者  26人

平成 8年度企画展の関連事業 として、企画展開催期

間中に行った3講座の一つである。

初回の講座は、尾関清子先生を講師にお招 きして、

縄文時代の織物についてお話いただいた。先生の研究

成果である縄文時代の織物復元を中心に、最新の青森

県三内丸山遺跡の資料復元などについて、スライ ドを

交えながらの話は興味深い内容であった。

また、講座の後半は、先生が復元された「編布編み

機」を使って、参加者が縄文の技術に直接触れてみる

ことができ好評であつた。

古代の染と織物Ⅲ

～阿波・太布を織る～

師  井村英江ほか 4人

8寺  平成 9年 2月 23日 (日 )

場  埋蔵文化財センター「遺物整理室」

象  一般

講 者  38人

徳島県の木頭村から太布の製作を行つている伝承者

5人 を講師にお迎えして、現代に残る古代の伝承技術に

触れてみた。

太布製作工程のビデオを見た後に、格の原木から繊

維をとる作業・糸紡 ぎ・太布の機織 りの順に工程の実

演を見学 した。参加者 も各工程を体験 していただき、

伝承技術のすばらしさを実感 した一時であつた。

1本の椿の本が繊維 となり、糸となり、布を織 りな

す一連の技術に参加者は感激 していた。

4)

講

日

会

対

受
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5)古代の染と織物Ⅳ
～葛布を織る～

講  師  伊藤恵三

日  0守  平成9年 3月 2日 (日 )

会  場  埋蔵文化財センター「遺物整理室」

対  象  一般

受 講 者 32人

静岡県の掛川市で古 くから作られている葛布につい

て「そま工房」の伊藤恵三先生をお招 きし、その製作の

実際を参加者が体験 しなが ら様々なお話をうかがっ

た。

講座では、葛の内皮だけを取 り出した「葛苧」を細 く

裂いた後、「葛結び」と呼ばれる結び方で長 くつないで

いくという工程を体験 した。また長 く糸にできた人は、

機織 り機にかけて布を作るところまで行った。参加者

は、葛布独特の光沢のある美 しさに直に触れるととも

に、貴重な体験をすることができた。

3.一般講座

1)春の遺跡見学会
～王墓の丘史跡公園～

講  師  鍵谷守秀

日  時  平成 8年 5月 11日 (土 )

対  象  一般

参 カロ者 34人

毎年アンケー ト等で要望が多かったため、今年度か

ら新たにスター トした講座である。

1回 目の今回は、数多 くの遺跡が保存・整備されてい

る「王墓の丘史跡公園」を訪ねた。

当日は天候にも恵まれ、子供から年配の方まで幅広

い年齢層の方々の参加を得た。なかには熱心にメモを

取った り、専門的な質問をする人の姿なども見 られ、

遺跡に対する関心の高さが感 じられた。
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2)

講

日

会

文寸

受

親子ふれあい隊
～古代の機を織ろう～

師  綾野早苗

8き  平成8年 5月 26日 、6月 9日・23日 (日 )

場  埋蔵文化財センター「遺物整理室」

象 小学生と保護者

講 者  73人 (延べ人数 )

ライフパーク倉敷の5館共同行事「親子ふれあい隊」

のなかで、埋蔵文化財センターの企画として、「古代の

機を織ろう」を実施 した。はじめに、織物の素材である

生糸に触れながら、カイコの繭から絹糸をとる方法を

紹介 した。そして、現代風の材料で製作 した原始機を

各組に1台割 り当て、親子で古代の機織 りを体験 した。

楽 しみながら機織 りができるよう織 り方の手順を唄で

説明するなどの工夫を試みた。簡単な道具でも織物が

できるので、子供たちは一生懸命に作業に取 り組み、

作品の出来ばえに満足 した様子だった。

夏休み親子考古学教室

0寺  平成8年 7月 24日 (水 )・ 25(木 )

場 埋蔵文化財センター

市立少年自然の家

対  象 小学生高学年と保護者

受 講 者  26人

夏休みを利用して、親子で古代の生活を体験しても

らおうと毎年行っているこの行事は、今年で4回 目を数

える。今回も例年どおり、「舞いぎり」の製作と火おこ

し体験、土器による古代料理作 りを行った。

この4年 間、プログラムや会場の設定はほぼ変わら

ず、準備、運営にかかる作業の効率化が進んできてい

る。それでも「舞いぎり」製作にかかる準備作業の負担

は少なくない。参加者の減少を止めるためにもプログ

ラムの見直しを行い、新たな企画を検討する時期が来

ているようだ。

”

日

会
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古代の染と織物
～藍の生葉で染めましょう～

師  秋 山精子

時  平成8年 8月 4日 (日 )

場  ライフパーク倉敷「生活科学室」

象  一般

講 者  66人

企画展への導入として、藍の生葉染の講座を行った。

徳島県阿波郡在住の染色家である秋山精子氏をお招き

し、藍の生葉を使って絹布を染めてみた。

阿波の伝統的な藍作 りのビデオ紹介の後に、参加者

がポケットテーフの藍染を体験 した。参加者は、手ま

で青 く染めながら、空気に触れ水に晒され変色 してい

く藍色の魅力に引かれていった。

この講座は、募集当初から大変人気の高いものであ

り、2回 に講座を追加 して行った。次回のリクエス トも

多 く可能な限 り応えていきたい。

5)古代ガラスの博物誌Ⅳ
～ガラスの誕生から吹きガラスの発見まで～

4)

講

日

会

対

受

師

時

場

講

日

会

磯谷晴弘 。綾野早苗

平成8年 10月 12日 (土 )013(日 )

ライフパーク倉敷「視聴覚ホール」

倉敷芸術科学大学

一般

56人 (延べ人数 )

対  象

受 講 者

古代ガラスシリーズの4回 日で、今回は吹きガラス

をテーマに行った。

初 日は日本への伝世品を例に、古代ガラスの歴史と

技法について、スライ ドを交えながらの講義を行い、2

日目は場所を大学のガラスエ房へ移 して、吹きガラス

の制作実演を見学 した。最後には、わずかではあった

が参加者自身が“ガラス吹き"に挑戦する時間もあ り、

変化に富んだ内容の講座 となった。

9



6)土器が語る吉備の歴史

講  師 第 1日 小野雅明

日  0寺

会  場

対  象

受 講 者

「吉備の縄文土器」

第2日 柳瀬昭彦

「吉備の弥生土器」

第 3日 伊藤 晃

「亀山焼 と備前焼」

平成8年 11月 7日 014日・21日 (木 )

ライフパーク倉敷「視聴覚ホール」

一般

103人 (延べ人数 )

考古学の最新の研究成果に触れながら、郷土の歴史

を学んでもらおうと企画された考古学講座である。

第 1日 目には、吉備地方の縄文土器の各時期におけ

る特徴を概観 し、土器編年について説明を行った。縄

文原体のモデルを各受講生に配付 し、実際に施文 して

縄文を観察できるようにした。受講生から「土器の文

様の意味」や「縄文土器になぜ地域色がみられ、どうす

ればそれが見分けられるのか」などの質問があったが、

うまく返答できなかったことが悔やまれる。

第2日 目は、柳瀬昭彦氏により吉備の弥生土器につ

いてお話いただいた。実物の弥生土器を目の前にして、

器種・用途とその背景にある当時の人々の生活形態に

ついてわか りやす く説明され、受講生 との質問のや り

とりも楽 しく和やかであつた。また、弥生土器の編年

や当地域と周辺地域との形態差といったやや専門的な

話題も終始受講生の興味を引きつけていた。

第 3日 目は、伊藤 晃氏により亀山焼 と備前焼につ

いてお話いただいた。発掘調査の成果を紹介 しながら

窯の構造等について解説され、亀山焼生産の実態に触

れた。そして、最新の編年研究を紹介し、商品としての

亀山焼 と備前焼の流通について興味深いお話でまとめ

られた。資料を用いた詳 しくわか りやすい内容で、受

講生は熱心に聴講 していた。

′θ



4。 ライフパークの集い

まゆから糸 をつむごう

時  平成8年 8月 18日 (日 )

場 埋蔵文化財センター

場 者  470人

夏休み期間中のライフパーク倉敷の全館的イベント

「ライフパークの集い」の一企画として行った。

ふらっと立ち寄って気軽に参加できるワークショッ

プ的なものとした。今回は、日頃目にすることが珍 し

くなってきた蚕の繭を用いた。様々な色に着色された

繭を手でもみほぐし、絹糸を紡いでみた。小さな繭か

ら次々に繰 り出される長い絹糸に子供たちは歓声をあ

げていた。小さな子供も古代の技術の一部に触れ合え

た企画であった。

2)夏休み親子考古学教室写真展

日  時  平成8年 8月 18日 (日 )

会  場 埋蔵文化財センター「展示室」

入 場 者  470人

7月 末に行った夏休み親子考古学教室の様子の写真

展示を行った。

慣れない大工道具を使った「舞いぎり」作 り、苦労 し

た火おこし、初めての土器によるご飯炊 き等の当日の

思い出が展示された。

暑い最中で行った、古代の生活体験の一コマが回想

された。
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Ⅳ 調査事業報告

1996年度調査一覧表

No 遺 跡 名 調 査 地 調査原因 区別 調査期間 備考

1 砂原南遺跡 二子 1524番地先 水路改修 立会 96。 4。4 遺物・遺構なし

正保堤 玉島勇崎字用水下 686‐ 1 宅地造成 立会 遺物・遺構なし

寒田南窯跡群 玉島陶804番地 1 特別養護老人ホーム 確認 5。28～ 6。7 須恵器窯 1基

中山野球場北遺跡 児島小川町1694番地 公園整備 確認 6。 11 遺物・遺構なし

塩生遺跡 児島塩生 405‐ 18外 水道管理設 立会 遺物・遺構なし

湾戸遺跡 福田町福田嶽ノ下 道路改良 立 会 7.24 遺物・遺構なし

黒崎 1号墳 黒崎 58番地 宅地造成 確認 7.30～ 7.31 自然地形と判明

8 灯籠崎西遺跡 下津丼 4‐ 1946番地外 土砂採取 確 認
8.6-8。 9
9。6⌒V9。 12 伏台場跡確認

由加桜園地遺跡 児島由加字大澤284憾 外 配水池造成 確認 8.20 遺物・遺構なし

10 阿津走出遺跡 児島阿津 2‐ 11‐16外 水道管理設 立会 8。21 遺物 。遺構なし

鷲羽山遺跡 児島大畠 2‐6外 水道管理設 立 会 9。28 遺物・遺構なし

上東遺跡 上東字才ノ元 516‐7 レストラン移転 立会 10.1 弥生土器片

13 大池北遺跡 児島上の町 2125‐2 水道管理設 立会 10。2 遺物・遺構なし

14 湾戸遺跡 福田町字里 781… 1番地先 道路改良 立 会 10.15 須恵器片

15 酒津貝塚 酒津 1691番地先 下水道管理設工事 立 会 10.23 員層確認

16 追留山古墳 藤戸町藤戸字追留И諄7外 宅地造成 確認 11.12 遺物なし

17 酒津―水江遺跡 水江字西阿知境 1176外 宅地造成 確 認 11.13 遺物・遺構なし

18 上東遺跡 上東字稲荷 692外 宅地造成 確認 11。28 遺物・遺構なし

新熊野山遺跡 林 692‐3 水道管理設 立会 12.6 遺物 。遺構なし

20 上東遺跡 上東字下田所 395‐ 1 宅地造成 全 面 97.1。 16-1.28 弥生土器・中世
土墳

下浦田奥貝塚群 C 福田町浦田 854‐ 1外 道路改良 立会 1.18 貝層確認

22 黒石貝塚 黒石 359…8外 水道管理設 立会 1.18 遺物 。遺構なし

23 菅生小学校裏山遺跡 西坂字八ッ表 437‐5 送電線鉄塔建設 確 認 2.05 須恵器・土師器

24 中津貝塚 玉島黒崎559番地先 ため池堤防改修 立 会
須恵器・サヌカ
イ ト

25 湾戸 7号墳 福田町福田236外 特別養護老人ホーム 全面 2.13-4.22 横穴式石室

26 新熊野山遺跡 わ卜673‐3タト 道路改良 立会 2.20 遺物・遺構なし

27 新熊野山遺跡 林字上之山 722‐5外 宅地造成 確 認 2。20 遺物・遺構なし

28 下津丼城跡 下津丼字城山 1103¨ l 公園内の回路整備 確認 2。20 遺物・遺構なし

29 上東遺跡 上東 84‐ 1外 水道管理設 立会 遺物・遺構なし

30 長尾神社南遺跡 玉島長尾 2185‐4外 下水道管理設 立会 3.22 遺物・遺構なし

31 上東遺跡 上東679-1番地先 水路改修 立会 3.25 遺物・遺構なし
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寒層岸聾棄明笏群確認調査報告
調 査 地

調 査 原 因

調 査 期 間

遺跡の概要 玉島陶窯跡群は、玉島陶の盆地を中心に、古墳時代後期から奈良時代にかけての20基

をこえる窯跡が確認されている。寒田南窯跡群は盆地の東端にあたり、北東向きの斜面の末端部に位

置 している。同じ斜面の北方約50mに は、広域農道の建設に際 して発掘調査が行われた寒田5号窯が

あ り、また東方向かい側の丘陵斜面には、市指定の史跡の寒田瓦窯跡群が所在 している。なお当該窯

跡の名称については、『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告31』 では寒田4号窯跡 と呼称されているが、倉

敷市文化財分布図では、同地点に寒田南窯跡群 A・ Bと して2基の窯跡の存在が記されている。

調査の概要 調査は当該窯跡の位置および範囲を確認することを主眼に、幅lmほ どの トレンチを

5本設定 し実施 した。調査は小規模なものであったが、後述するように窯体 1基 とそれに伴 う灰原を

確認し、灰原を中心に多 くの遺物が出土 した。

【トレンチ 10205】 表面調査により灰原の一部が露出していた旧畑地部分に3本の トレンチを設

定 した。これにより、灰原は旧畑地の南寄 りに幅28m以上、長さ18m以上にわたって放射状に広がつ

ており、最も厚いところで約60cm程堆積 していることが確認された。灰原中からは炭灰 とともに大量

の須恵器片、窯体片等が出土 している。なお トレンチ5に ついては、崖面下であるため削平を受けて

75

さ ぶ た み な み

玉島陶 804‐ 1

特別養護老人ホーム

960528へ 9́60607

調 査 面 積 42ぽ

調査担当者 福本・藤原

を 南駆



お り、灰原は検出されていないものの、トレンチ西側の崖面には、幅約 8m。 厚さ20 cm程の灰原の層

の続きがみられ、灰原はさらに上方へと続 くことが確認された。

【トレンチ 3】 灰原の広がっている旧畑地の上段の竹林に トレンチ3を 設定 した。ここでは、明赤

褐色の地山が幅3,8m・ 深さ80cmに わたってU字状に落ち込んでいる状況が確認されている。落ち込

みの堆積土中には炭灰の層は全 くみられなかったものの、底面近 くより窯体片や焼土が出土 してお

り、窯の焚口部の前面部分にあたるものと推察された。

【トレンチ 4】 トレンチ3の ある段の上方の崖面を精査

したところ、窯体の断面の一部が露出しているのが確認さ

れたため、崖面下に トレンチを設定し断面の観察を行った。

本 トレンチでは、後日の本調査を考慮 し、必要最低限の断

面観察のみの小規模な トレンチとし、窯体部分を新たに裁

断することは見合わせた。このため窯の修復の回数等につ

いては、明確にし得なかったものの、窯体部分は比較的良

好な状態で残存 していることが判明した。窯体の断面はや

や角張つた船底状を呈 し、内法で幅 1.3m。 現存高1.lmを測

り、焼け締まった窯壁の厚みは南側で約 10cm、 北側で約5cm

となっている。出土遺物については、窯体床面からほぼ完

形の蓋杯の身 (1)が 1点 のみ出土 している。

1は 日径 10.9 cm・ 器高 3.6cmを測る。立ち上が りは短 く内

傾 して、端部は丸 く仕上げ、受部は短 く上方にのび、端部は

丸 くおさめている。また底部は浅めで丸みをもってお り、

トレンチ4断面図 (S=1/50)

出土遺物 (S=1/4)

底部外面には直線状のヘラ記号が施されている。

【灰原出土の遺物】 灰原に設定した2本の トレンチ (ト レンチ2・ 3)か らは、遺物収納コンテナ14

箱分の遺物が出土している。出土遺物には、蓋不・高不・壺・甕等の各種の須恵器がみられたほか、陶

棺と思われる破片も出土している。図化した62点は、出土遺物の中から任意に抽出したものである。

2～ 13は 蓋杯の蓋である。日径は12.6～ 16.l cmま で、器高は3.9～ 4.7cmま でのものがみられる2～ 4

は復元値ながら回径 16cm前後のやや大型のもので、天丼部端にかすかに稜線が残っている。5～ 9は

14cm程の口径をもち、天丼部からなだらかにカーブを描きながら下がり口縁部にいたる。10～ 13は

やや小型のもので、日径は13cm前 後を測る。いずれも口縁端部は丸 くおさめ、調整は天丼部外面を回

転ヘラケズリ、内面中央はナデにより仕上げられており、他は回転ナデが施されている。

14～ 25は蓋杯の身である。このうち14は復元値ながら口径 13.8 cm・ 受部径 16.3cmを 測るやや大型

のものである。そのほか口径が13cm前後のものから10cm強のものまでみられる。器高は計測可能な

もので3.8～ 4.l cmの ものが見られる。いずれも口縁部の立ち上が りはl cm程で、短く内傾して端部は

丸く仕上げている。受部は短く上外方へのび、端部は丸くおさめている。底部外面には回転ヘラケズ

リ、内面は回転ナデ調整が施され、内面中央部分をナデにより仕上げているものが多くみられる。
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① 灰白色土(流土) ⑥ 浅黄色土
② 浅黄橙色土(流土)⑦ 鈍い赤褐色土(壁体片を含む)

③ 鈍い橙色土   ③ 橙色土(壁体片を含む)

④ 橙色土

⑤ 橙色土
⑨ 鈍い赤褐色土(炭・灰混じり)

⑩ 橙色土(地山)
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26～ 28は有蓋高杯の蓋 と思われる小片である。天丼部中央に偏平なつまみを付けてお り、つまみ

中央部が浅 く凹んでいる。天丼部内面はナデ仕上げされてお り、他は回転ナデを施 している。なお有

蓋高杯の杯部については、出土破片の中では明確に蓋杯 と区別ができるものは見当たらなかった。

29。 30は 無蓋の高杯である。杯部は底部からなだらかに湾曲して上外方へのび、端部は丸 くおさめて

いる。30は杯部外面に1条 の沈線を巡らせ、下半および脚部にかけてカキロ調整を施 している。脚部

は下半が欠落 しているが、中位に3条 の沈線を巡らせたのち、その上下に2段2方の長方形の透かしを

穿っている。31～ 35は 高杯の脚部である。31・ 32は 短脚のもので、太めの基部から外湾ぎみに下が

り、裾部で大 きく水平に広がって、端部には面をもっている。31の端部には細い沈線が巡らされてい

る。33～ 35は 長脚のもので、細い基部から直下に下ったのち外反 し、端部は内傾する面をもってい

る。33は全体にカキロ調整が施され、中位と下位にそれぞれ2条の沈線を巡らせ、2段2方向に長方形

の透か しを穿っている。34も 同様の位置に透かしを有するが、透かしは幅 lmmほ どで、ヘラ先により

切れ目を入れただけのものである。また35な ど2段 3方向に長方形の透かしをもっているものもみら

れるが、2段 2方向のもののほうが多 くみられる。

36～ 39は 甦である。36・ 37は 口縁部の破片で、段をなして上外方へのび、屈曲部外面には凸線が

巡ってお り、日縁端部は面をなしている。日縁外面には文様等は施されていない。38は頸部の破片

で、外面上半にヘラ描 きによる斜線文が施され、中位には2条の太い沈線が巡る。39は体部のみの破

片で、最大径を中位にもつやや偏平な球状を呈 している。体部上位には2本の沈線を巡らせ、間に円

孔を穿つ。体部の最大径は 9。 6 cmに 復元できる。

40～ 42は提瓶の口縁部と思われ、端部を丸 くおさめるものと凹ませて面をなすもの、また頸部に

沈線を施すものもみられる。なお回縁部のみでは平瓶との区別はむずかしいが、今回出土の破片の内

で他に明確に平瓶 と確認されるものは認められない。

43は 大型の蓋状を呈する須恵器である。日縁部の復元径は37.2 cmを 測る。天丼部からゆるやかに

内湾して口縁部でわずかに屈曲し、端部は外傾する面をもっている。外面には4条 の沈線が巡らされ

る。外面上位は回転ヘラケズリののち回転ナデ調整、内面上位はナデにより仕上げられ、他は回転ナ

デが施されている。

44は 短頸壺の蓋と思われる。平 らな天丼部から強 く内湾 して口縁部にいたり、端部は屈曲して内

傾する面をもっている。45046は 短頸壺である。45は 1条 の沈線が巡る肩部から直線的に斜め上方ヘ

のび、短 く屈曲して直立する口縁をもつ。口縁端部は丸 くおさめている。46は 強 く肩の張った体部か

ら外反ぎみにのび、わずかに屈曲して口縁部にいたり、端部は丸 くおさめる。肩部上位にはカキロ調

整が施されている。47は壺の蓋と思われる。つまみは不明であるが、日縁部にかえりを有 している。

天丼部外面はカキロ調整が施されている。48は肩の張うた体部から直線的に上方にのびる日縁をも

つ壺で、日縁端部は丸 くおさめている。体部上位は回転ヘラケズリののち回転ナデが施されている。

また外面全体に暗緑色の自然釉が厚 くかかっている。49は丸みをもった体部からやや内湾ぎみに真つ

直ぐ立ち上がる口縁を有する壺である。日縁端部は内傾 して面をもつ。肩部には先端の丸い下方へ屈

曲する把手をもっている。破片であるため数は不詳であるが、対になるものと思われる。体部外面は
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平行タタキののち回転ナデ、内面は同心円タタキが施されている。

50は 深 く丸い底部から直線的に上方へのび、丸 くおさめた口縁端部にいたる。体部の上下にカキ

目調整が施されている。底部外面は回転ヘラケズリ調整、ほかは回転ナデを施す。台は付かない椀で

ある。

51は鉢の口縁部で、直線的に斜め上方にのび、日縁端部は外傾 して面をなす。体部外面には3条 の

沈線が巡らされている。52は 鉢の底部で、外面にはヘラケズリが施されている。

53～ 58は甕で、小型のものと中型のものが図化できた。日縁部は外半ぎみに斜め上方へ立ち上が

り、日縁を丸 く肥厚させるものや肥厚 して面を成すもの、内側にわずかにつまみ上げたものなどがみ

られる。体部外面は平行タタキ、内面は同心円タタキが施されている。その他今回は図化 し得なかっ

たが、端部を肥厚させて断面が長方形を呈 し、頸部に波状文やヘラ描沈線文を施 した大型の甕の破片

も見出すことができる。

59～ 63は小片であるが、陶棺片と思われる。陶棺片 と思われる破片は小片も含めて17点 出土 して

お り、いずれも焼成があまく、淡黄色～にぶい黄橙色を呈している。59は 部位は不明ながら端部と思

われ、ほぼ直角に曲がる痕跡がわずかに残っている。また片面には幅2.5cmの突帯状のものが剥落し

たような痕跡 もみられる。厚さは2.7cmを 測 り、全体にナデ調整により仕上げられている。60は厚さ

1.8 cmで 板状に平面をなす。内面と思われる面の上半を強 くナデており、下半には同心円タタキが残

されている。外面には平行タタキののち粗いカキロ調整が施されている。61は 片面に弧状を呈する

突帯がみられ、かなり磨滅を受けているものの、幅 l cm・ 高さ7nlmを 測る。両面ともナデによる調整が

施されてお り、厚さは1.8～ 1.9cmで ある。62も 細片で部位は不詳であるが、端部と思われる。尖 りぎ

みの断面をもち、全体にわずかに湾曲している。両面ともナデにより仕上げられている。62は筒状の

脚部と思われる。小片であるが、脚端径は16.7cmに 復元できる。わずかに内湾 して端部にいたり、や

や外反ぎみに丸みをもっておさめている。外面は強 くナデ調整が施されている。

まとめ 今回の調査は、あくまでも開発に伴う事前の範囲確認調査として、窯の所在および範囲を

確認することを主眼した小規模な調査であった。しか しながら従前より広域農道建設に際し調査が

行われた1基 を含め、寒田南窯跡群として3基の窯の存在が予想された地点に、実は2基の窯跡が存在

することが半J明 し、その位置も明らかとなった。また今回は窯体部分についてはほとんど手をつけて

いないが、崖面下の断面でみるかぎり半地下式客窯の窯体が比較的良好な状態で残されていることが

確認された。

こうした確認調査の結果を受け、保存協議を行ったところ、当該窯跡部分の土木工事については、

特別養護老人ホームの増設時の2期工事分にあたることとなり、それまでの当分の間は現状のまま保

存されることになった。

出土遺物については、灰原の極 く一部のみの調査に過ぎないが、多くの資料を得ることができた。

図化した遺物はそのうちから任意に抽出したもので、必ずしも窯跡の全体像を示すものではないが、

いくつかの注目すべき点が見出される。

まず蓋不については、蓋の口径が 14cm前後のものが多くみられた一方で、16 cmを こえるものもい
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くつかみられる。また杯身についても口径が13cm前 後のものが多 くみられるものの、小さいもので10

cm強 のものもみられる。1点のみであるが窯体内床面から検出された蓋杯の身1な どは口径 10。 9cmの

やや小型のもので最終の操業の時期を示すものとみられ、ある程度の時期的な差としてとらえること

ができる。一方、高杯についてみると、有蓋と無蓋のもの、脚部については、長脚のものと短脚のも

のとがある。長脚の高杯は2段2方向に長方形の透かしをもったものが最 も多 くみられた。また確実

に平瓶 とみられる破片がみあたらない点など、この窯の時期を考える上でも参考となろう。

その他、出土遺物の中で注 目されるものに陶棺がある。陶棺と思われる破片は、いずれも焼成があ

まく、淡黄色～にぶい黄橙色を呈 しているが、60に みられるようにタタキの痕跡をもつものがあ り、

明らかに須恵質の陶棺としてとらえられる。また形態ついては、細片であるため判断はむずかしく、

細かい分類について云々することは差 し控えるべ きであるが、器壁が1.8cm～ 2.7cmと 薄 くつ くられて

いる点や、剥落 しているが帯と思われるものの幅が細い点など、いわゆる畿内型とされる陶棺の特徴

のひとつとして注目されるものである。玉島陶窯跡群周辺で出土 し、この地で焼かれたと推察される

陶棺については、これまで2例が知 られている。ひとつは、旧穂井田村陶出土の須恵質切妻家形陶棺

で、完形であることから古墳から出土 したと思われるものである(1)。 これは身・蓋 とも前後に2分 し、

身と蓋 とを平坦面で合わせたつ くりで、器壁が厚 く、身の上下端外面と蓋の屋根棟上に帯を貼 り付け

ているもので、典型的な岡山型の須恵質家形陶棺とされている。時期的には、7世紀代の後半に使用

期の主体があるとされている。いまひとつは、玉島長尾出土とされる小陶棺で、火葬骨をおさめたと

される骨蔵器である(2)。 この小陶棺は、尾根棟の端に鴎尾を載せていることが明らかにされ、仏教的

な影響を受けた陶棺として注 目されている。時期的には白鳳からそれほど降らない時期が想定され

ているものである。本窯跡出土の陶棺は、細かい形態等については不明ながら、これらの陶棺に先

立って比較的古い時期にすでにこの地で陶棺が焼成されていたことを示す資料 として注目される。

今回出土 した一連の須恵器は、若千の時期幅をもつものの、現在知 り得る限りでは、玉島陶古窯跡

群の中でも最 も古式の内に入ると思われる。本窯跡に隣接する寒田5号窯の調査では、蓋杯が矮小化

している点や宝珠つまみのつ く蓋の出現が見られないこと等から7世紀初めから前半における一時期

が与えられているが (3)、 本窯跡では蓋杯や高杯の形態等から見ても、明らかにそれらより遡るもの

である。陶邑古窯跡群との比較では、おおむねⅢ形式の4段階から5段階にかけて、T K43か ら多少

の幅をもってやや新 しい段階に類似のものを見出すことができ、おおよそ6世紀末頃から7世紀初め

頃の年代を与えることができよう。この時期は古墳時代におけるいわゆる群集墳の築造の最盛期に

あたり、副葬品としての須恵器の需要が増大する時期であるが、県内でのこの時期の窯跡の調査例は

少なく、その意味においても貴重な資料 といえる。

なお最後になりましたが本報告の作成にあたつて倉敷考古館館長間壁忠彦氏、間壁蔑子氏には種々

のご教示 を得た。記 して感謝いた します。 (福本 )

註(1)末永雅雄編『本山考古室要録』1972

(2)間壁忠彦 。問壁蔑子「鴎尾付と推定される小陶棺」『倉敷の歴史一倉敷市史紀要一』第 5号 1995

(3)柳瀬昭彦ほか「黒土窯址 :寒由窯址」F岡 山県埋蔵文化財発掘調査報告 (31)』 岡山県教育委員会 1979
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な か や ま や き ゅ ラ じ ょ う き た

ギ
7μだ野九趨場りど   確認調査報告

調 査 地 児島小川町 1694番地

調 査 原 因 公園整備       調 査 面 積  16m2

調 査 期 間 960611        調査担当者 福本・小野

遺跡の概要 当遺跡は、中山運動公園建設に伴い、同公園内の野球場北側の谷間を造成 した際に発

見されたものである。出土遺物 としては、弥生土器・土師器・須恵器があるが、発見時には既に破壊

が進んでいたらしく、遺物の包含状態等の詳細は不明とされる。児島地区には、池尻遺跡 (上之町保

育園遺跡)や菰池遺跡をはじめ、弥生時代中期を中心に谷間に営まれた小規模な集落遺跡が点在 して

いるが、本遺跡 もこれらと同類の遺跡 と思われる。なお、1987年 (昭和62年 )に 当該地で砂場設置、排

水路埋設等の公園整備に伴い、立会調査を行った際には遺物および遺物包含層は確認されていな

い。

調査の概要 調査地は、先述の公園整備により芝生広場となっている区域である。今回の調査は、

4カ 所に トレンチ (2× 2m)を設定 し、土層観察を中心に行った。トレンチ1で は地表下約80cmで地山

層となっているが、公園建設の際に地山まで削平 して盛土造成を行ってお り、もとの堆積層は消失 し

ていることが明らかとなった。山際に設定 した トレンチ2・ 3で は、造成土の下に花商岩バイラン土層

が見られるが、遺物は含まれていない。おそらく、ここでも本来の堆積層は失われていると思われる。

また、トレンチ4で は造成土層が厚 く、地山まで掘削することができなかったが、他の トレンチと同

様に原地形を大 きく削平 した後、盛土造成が行われていることがうかがわれた。

以上のように、当該地においては遺構、遺物包含層等は確認されず、遺跡の大部分は既に消滅 して

いる可能性が高いと思われる。 (小野 )

′℃́．ノ％
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黒 崎 ア号墳鳩翻響謄

遺跡の概要 調査に先立ち現地踏査を行うたところ、小丘陵の先端部に小さな高まりがあ り、その

背後には周溝と思われる浅い溝が一部巡っていた。また、高まりのやや前面には大きな石材の一部が

露出してお り、天丼石が石室内にずれ落ちた状態であろうことが想定された。ただし、石室は完全に

埋没 したものか、石室の側壁は全 く確認できなかった。

調査の概要 石室の検出を目的として、3カ 所の トレンチを設定 して調査を行った。天丼石と考え

られる石材の前面に トレンチ 1(0.6× 3m)を 設定 した。表土直下から拳大の角礫が大量に出土 し始

め、40～ 50cmで掘 り下げが困難となった。この礫層は、拳大の礫を含むやや軟質な上層と人頭大以上

の礫を含むやや硬質な下層とに分けられる。遺物としては、上層から中世の土器片が少量出土 した。

トレンチ 1に おいて石室が確認されなかったため、その西隣 りに トレンチ2(0.6× 1.8m)を 設定 し

た。表土下30～ 40cmで 、トレンチ1で確認 した礫層に至 り、この層から中世の土器片が少量出土 した。

高まりのやや背後に トレンチ3(0.6Xl。6m)を設定 した。トレンチ 1・ 2と 同様表土直下で角礫を多

く含む層となり、約60cmま でしか掘 り下げができなかった8遺物は全 く出土 しなかった。

今回の確認調査の結果、古墳に伴 う遺物は全 く検出されず石室も確認できないなど、黒崎 1号墳 と

されるこの高まりを古墳 と断定することはできなかった。むしろ、3カ 所の トレンチ全てで確認され

た礫層は、周辺の山肌の崖面にも同様な角礫が多 く見られることから自然層である可能性が高 く、天

井石の一部かと思われた露出した石材 も、自然の露岩と考えて良いと思われる。 (鍵谷 )

く ろ さ き

調 査 地 黒崎 58番地

調 査 原 因 宅地造成

調 査 期 間 960730～ 960731

調 査 面 積 4m2

調査担当者 鍵谷・藤原 。片岡
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と う ろ う ぎ き に し

κ曜省昨距衝警劃跡確認調査報告
調 査 地 児島下津丼 4‐ 1946番地外

調 査 原 因 土砂採取

副司櫂璧貝月 FB3  3:838::ミ
:3:83♀ 3

遺跡の概要 灯籠崎西遺跡は下津丼の西之浦と大室の間に位置する山塊頂部に立地 し、瀬戸内海

を一望できる。サヌカイ ト剥片が採集されてお り、旧石器時代の遺物散布地とされていた。また、灯

籠堂西手北伏台場は幕末に下津丼港を防備するために築かれた伏台場の一つである。以下、散布地と

伏台場に分けて記述を行 う。

【灯籠崎西遺跡】 標高69.6mの 山頂を中心に5カ 所の トレンチを設定 した。

トレンチ1は山頂部から東に下つた尾根上に設定 した。更に東にい くと大坂城築城時の石切場とさ

れる大岩大権現が祭られている。周囲は段々畑が造成されてお り、地形の改変が著 しい。表土直下の

浅黄色土は旧耕作土と考えられ、近代の焼 き物の破片等が含まれている。この下の層は黄橙色の花尚

岩風化土である。地山は一度北へ下がったのち再び水平になっている。これは段々畑の造成によるも

のと考えられる。

トレンチ2は 山頂部からやや南に下った尾根上に設定 した。地表下約70cmで花同岩バイラン土の地

山に達す る。基本的に表

土 。自然堆積土層・地 山

という層序をなし、遺物は

出土 していない。

トレンチ 3。 4は 山頂部周

辺のやや平坦になった部分

に設定 した。表土の下にや

や日の細かい浅黄色の土層

がみられ、サヌカイ トが含

まれている。この下の層は

しまりの強い花尚岩風化土

で地山と考えられる。両 ト

レンチとも地表下約30～ 40

cmで 地山に達する。トレン

チ 3か らは石鏃・サヌカイ

ト剥片各 1点、トレンチ4か

らは石鏃 1点・サヌカイ ト

砕片3点が出土 しているが、

遺構等は確認 されていな
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トレンチ配置図 (S=1/2,500)

調 査 面 積 80ぽ

調査担当者 鍵谷 。藤原。片岡



い 。

トレンチ5は 山頂部から西に下つた尾根筋斜面に設定した。地表下約40cmで花向岩バイラン上の地

山に達する。基本的に表土 。自然堆積土層・地山という層序をなし、遺物は出上していない。

以上のとおり、灯籠崎西遺跡については遺物はごく微量であり、遺跡自体は既にはとんど流失して

いると考えられる。

【灯籠堂西手北伏台場跡】 灯籠崎西遺跡の確認調査終了後、工事範囲内に江戸時代末期の砲台跡

が所在していることが判明したため、急速調査を実施したものである。標高57m付近の尾根上に、長

さ約6m程度の上塁らしき高まりと4m四方の窪みが存在した。調査の結果、尾根の西側を削って3.5

×7m四方の平坦面を作 り、その西側に長さ約5.5m・ 幅2mの土塁を設けていることがわかった。土

塁は高さ約50cmで、盛ったものではなく地山を削って整形したものと考えられる。南側には土塁はな

く、高さ約1.5m程度の斜面で区切られている。岡山大学図書館所蔵の F池 田家文庫』にある F燈籠端

西手北之分」とされるお台場の図面に規模・形態がほぼ一致する。 (藤原 )
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ゆ が さ く ら え ん ち

圧7加花灼騒ν也   確認調査報告
調 査 地 児島由加字大澤 2849‐ 2外

調 査 原 因 配水池造成       調 査 面 積 4m2

調 査 期 間 960820          調査担当者 小野・藤原・片岡

遺跡の概要 由加桜園地遺跡は、蓮台寺北西に約100mの 由加山の山頂部に位置する旧石器・弥生

時代の遺跡とされている。しかし、これまで本遺跡に関する発掘調査等は行われておらず、遺跡の詳

細は不明である。

調査の概要 この度の確認調査は、由加山山頂に計画されている配水池の建設に伴い、事前に遺跡

の規模と性格を把握するために行ったものである。調査地の現状は、山頂頂部の平坦面の北側に既設

の配水池が存在している。その南側は80ピ ばかりの平坦面となっており、さらに南側は丘陵尾根筋と

なり緩やかに傾斜 している。

上記の現状から、今回の確認調査では、頂部の平坦面に2× 2mの トレンチをlヵ 所設定し、この土

層の観察を中心に調査を行った。

この トレンチの層序は、次のとおりである。

表土直下から深いところで約60cmま で、既設の配水池の造成時のものと考えられる造成土が確認

された。造成は、南側の斜面に向かって、かなり広範囲で行われているようであった。以下、黒褐色

土が帯状に北から南に下る形で検出され、これが旧表土と確認された。旧表土の下層は、明黄褐色土

の層となり、この層は自然堆積層であることが確認された。最下層では、橙色土の花同岩バイラン土

を含む締まりの良い山土が検出され、この層で地山に至ることが認められた。

今回の確認調査の結果、この トレンチからは遺物は全く検出されず、遺構等の人為的に手の加わっ

た状況も確認できなかった。このため、該当地は自然の丘陵の山頂部にあたることが確認されたのみ

であった。 (片 岡)

(
多 久 ヾ
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お い ど め や ま

道 留 μJi古
‐
墳 確認調査報告

調 査 地 藤戸町藤戸字追留 1489‐ 7

調 査 原 因 宅地造成         調 査 面 積 6.5m2

調 査 期 間 96H12          調査担当者 福本・藤原

遺跡の概要 追留山古墳は約70年程前、山林を開墾中に発見されたと伝えられている。現在、古墳

は削平されて残っていない。しかし、出土遺物を埋納したという祠が、古墳があったとされる場所よ

り約300m東の地点に祭られている。祠自体は豊島石製であるが、古墳に使われていたという花同岩

の石材の上に祭られている。石材は小ぶりなものが多いが、箱式石棺としては量が多く板状のものも

少ないため、横穴式石室の石材の一部である可能性が高い。

調査の概要 調査は祠の下に出土遺物が埋納されているかどうかを確認することを目的として行っ

た。祠自体は現在でも信仰の対象であり、すぐには移動できないことから、トレンチは祠の前後に設

定した。

トレンチ1(0.5× 5m)は、祠の正面に設定した。表土の下に20～ 40 cmの流土が堆積し、その下が

花商岩の地山となっている。遺構としては、祠に近い位置に、深さ80cm以上の穴が掘られている。こ

の穴の平面形は不明だが、祠の基礎石の下まで続いているらしく、遺物の埋納穴の可能性がある。

トレンチ2(1× 4m)は、祠の背後に設定した。旧耕作土の下はすぐに花商岩の地山であった。遺

構としては、一辺約1.4m、 深さ約70cm、 平面が四角い穴が検出されたが、形態から近代の栗の植栽穴

と考えられる3遺物は検出されなかった。

調査 の結果、現在地 には古墳 の

形跡は認められないものの、祠の下に

遺物が埋納されたらしい穴が存在す

ることが確認できた。この穴をただち

に遺物埋納穴 と決定することはでき

ないが、ニュータウン造成に際 して祠

を移動する場合には調査を行い、穴の

内部を調べる必要が認められる。

(藤原 )
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一

メ C二 選 粥 れ 断 翻 踏 報 告

調 査 地 水江字西阿知境 H76外

調 査 原 因 宅地造成       調 査 面 積 8m2

調 査 期 間 961113         調査担当者 小野・藤原・片岡

遺跡の概要 酒津一水江遺跡は、倉敷市域のやや西寄 りを瀬戸内海に向かって流れる高梁川によつ

て形成された沖積地に立地する遺跡である。遺跡の大部分は、大正時代の河川改修のために河川敷に

なってしまっているが、弥生時代中期以降の遺物が広大な範囲において出土 してお り、大きな集落の

存在がうかがえる。当該調査地に隣接する岡山県南部水道企業団敷地の北端からは、昭和31年 (1956

年)の上水道濾過池工事の際に遺物包含層が発見され、「酒津式土器」と命名された土器がまとまって

出土している。また、平成7年 に同企業団敷地南端 (今回の調査地の西側)で範囲確認調査が行われ

ているが、遺構、遺物等は確認されていない。

調査の概要 調査地は、高梁川東岸堤防下の水田地帯で、標高は約3.8mである。調査は、工事予定

区域内の2カ 所に2× 2mの規模の トレンチを設定して行った。両 トレンチは約32m離れているが、土

層堆積の状況はほぼ同様なものである。すなわち、1層 は水田耕作土、2層 は床土、3層 はマンガンを

含む灰白色砂質土、4層 は砂混じりの褐灰色粘質土ミ5層 は灰黄褐色細砂で、これらが厚さ60cmの 間に

水平に堆積していた。いずれの層でも遺構、遺物は検出されていない。掘開作業は人力により行った

が、5層の細砂層を確認した時点で湧水によリトレンチ壁面が崩壊し始めたため掘 り下げを中止した。

先述した岡山県南部水道企業団敷地内での範囲確認調査によると、細砂層の下には砂礫層が続き、標

高2.6mく らいで灰色シルト層となっている。この高さは5層上面より70cmく らい下にあたる。

以上のように、今回の調査では遺構、遺物等は全 く検出されず、当該地までは遺跡が延びていない

と判断される。 (小野 )

トレンチ配置図 (S=10,000)
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じょ うと ラ

土蘇も還覗笏確認調査報告
調 査 地 上東字稲荷 692外

調 査 原 因 宅地造成      調 査 面 積 8ぽ

調 査 期 間 961128       調査担当者 福本・小野・藤原

遺跡の概要 上東遺跡は、現足守川の沖積平野に広がる集落遺跡で、過去山陽新幹線や都市計画道

路の建設に伴う調査により、弥生時代後期に中心をおく大集落跡が確認されている。上東遺跡の範囲

については、未だ明確にはされていないが、大小幾条かの微高地群からなり、その間には低湿地や河

川が配されていることが明らかにされている。当該地は、遺跡の南西寄 りにあたり、現況は標高約 1.2

mの水田となっている。最近の調査では、当該地の北に隣接する市道の建設に際して、昭和62年 度と

平成6年度に確認調査を行っているが、調査では遺構 。遺物等は検出されておらず、湿地状を呈する

土層が確認されている。

調査の概要 当該地はt市道に接する現水田に盛土をして分譲住宅用地として造成するものである

ため、従前の市道建設時の確認調査の結果を踏まえ、調査は工事予定地内の南寄 りの任意の2地点に、

2× 2mの トレンチをそれぞれ設定 し、実施 した。

【トレンチ 1】 工事予定区の南西寄 りに設定 した トレンチである。基本層序は、水田耕作土・床土・

灰色粘質土・灰黄色粘質土・黄灰色粘質土と続 き、標高0.2m～0.3mで微砂を含む暗紫灰色粘質土と

なってお り、これらの層では遺物は全 く認

められていない。ただ トレンチ西方の床土

直下から南方向に下がる落ち込み状の土層

が確認されてお り、堆積土中より中近世の

土器片が少量出土 しているものの、層序等

からも新 しい時代のものと思われる。

【トレンチ 2】 当該地の南東寄 りに設定

した。基本的な層序は、トレンチ 1と ほぼ同

様であ り、各層ともわずかに南に向かって

傾斜 していることがわかる。水田耕作土・

床土の下は、4層 に分けられる厚さ約70cmの

黄灰色系の粘質土層が続いてお り、やはり

標高0。 3m付近で微砂を含む灰色粘質土とな

る。なお、いずれの層からも遺構 。遺物等は

29

顎I.ヽムヽ ｀
転
′
:111へ ヽ"

ギヽ二碁
丁可・

|

ソ
てiヽ

t=1
・ヽli七

V li

トレンチ配置図 (S=1/5,000)

検出されていない8 (福本 )



じょ うと う

止屏講遅覗亦発掘調査報告
調 査 地 上東字下田所 395‐ 1

調 査 原 因 宅地造成      調 査 面 積  89m2

調 査 期 間 970116～ 970128   調査担当者 鍵谷・小野

遺跡の概要 上東遺跡は、弥生時代後期を中心 とする大集落遺跡であ り、既に山陽新幹線および都

市計画道路の建設に伴 う発掘調査によって、その一部が明らかにされている。当該地については、

1990年 5月 に倉敷市教育委員会が行った遺跡確認調査によって、水田床土の直下から弥生時代の遺物

包含層や土墳、井戸等の遺構が確認され、全面に遺跡が存在することが明らかとなっている。

調査の概要 当該工事のうち遺跡に影響を及ぼす擁壁部分を発掘調査の対象としたため、調査区

は当該地を囲む細い トレンチとなり、それぞれ南 トレンチ・北 トレンチ 。西 トレンチとして調査を

行った。なお、工事区域東辺については、掘削が水田床土面まで及ばないことが判明したため調査対

象から除外 した。

【南 トレンチ】 既設の水路に沿った幅 1.2m。 長さ33m程度の トレンチであるが、水路の掘 り方に

かかるため、実質的な幅は80cm前後である。掘削は、擁壁底面の高さである地表下約60cm、 標高約 1。 3

mで留めた。検出した遺構 としては溝2基 と土墳1基があるが、いずれもその上面を水田耕作により

削平を受けていた。溝 1は トレンチの東端にかかって、溝2は溝 1の 西方約5mの地点でそれぞれ検出

された。どちらも須恵器を含む土層を切 り込んでおり、古墳時代以降のものと思われる。土墳は トレ

ンチ西端より東へ約5mの地点で検出 ■
・
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に属すると考えられる。

【北・西 トレンチ】 それぞれ工事区

域北辺・西辺に設定 した トレンチで、

幅約80cm。 長さ30m程度である。工事

による掘削の高さが浅いため、地表よ

り20～ 30 cm掘 り下げて調査を終了し

た。トレンチの底面がほぼ包含層の上

面あたりとなり、明確な遺構の存在を

確認することはできなかった。弥生時

代後期の遺物が少量出土している。
”
ｆ
Ａ
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(鍵谷 )

トレンチ配置図 (S=5,000)



し も ラ ら だ お く

¬ 朝 嶼 貞塚群 C立会踏 報告
調 査 地 福田町浦田 854‐ 1外

調 査 原 因 道路改良

調 査 期 間 970118

調 査 面 積 5ピ

調査担当者 藤原。中野・片岡

遺跡の概要 下浦田奥貝塚群の所在する浦田は、中世までは西から海が入り込んで入 り江となっ

ていた。分布図によるとA～ Gの 7カ 所の中世貝塚が、現在の倉敷駅前・古城池。霞橋線の道路に沿っ

て点在している。このうち下浦田奥貝塚群Cは道路の東側、北東から南西に下る斜面に存在するとさ

れていた。

調査の概要 立会前には貝塚の正確な位置は把握されておらず、以前の工事によって削平されて

いる可能性も指摘されていた。しかし掘削開始後、程なく貝層が露出したため、位置、断面の記録を

おこなうとともにコンテナ1箱分の貝層サンプルを採集した。

貝塚の上には、上から約2mの造成土、厚さ約 10cm程度の水田耕作土、明橙褐色の酸化鉄を含む層

の3層 が堆積していた。造成土にはコンクリー ト等が含まれることから、ごく最近まで水田は耕作さ

れていたのだろう。

貝層の上面の標高は約29,3m、 幅は1.65m、奥行きは不明であるが掘削時の状況から1.5m以上と推

定できる。厚さは最厚部で約40cm、 下

に膨らむレンズ状の堆積をしてお り、

上面は耕作で削平されているものと

考えられる。

貝はハマグリを主体とし、ニシ、ハ

イガイが少量含まれる。ハマグリは大

きいものでも6 cm前後、大半は4 cm大

である。ニシは5cm大、ハイガイは4cm

大のものが 日につ く。

出土遺物としては、土器片が少量認

められる。土鍋の回縁、格子 ロタタキ

を持つ亀山焼破片などが含まれるが、

細片ばか りで明確な時期をおさえら

れるものは確認できない。 (藤原 )

3f

下浦田貝塚群位置図 (S=1/5,000)



す ご う し ょ ラ が つ こ う ラ ら や ま

庭亀生IJヽ 1考慮醒蒙ヨニ々   確認調査報告
調 査 地 西坂字八ツ表 437-5

調 査 原 因 送電線鉄塔建設    調 査 面 積  9ポ

調 査 期 間 970205        調査担当者  福本・小野・片岡

遺跡の概要 菅生小学校裏山遺跡は、倉敷市立菅生小学校の西側丘陵上に位置する旧石器時代か

らの遺跡として周知されている。この遺跡では、昭和60年 (1985年 )に 山陽自動車道の倉敷インター

チェンジ建設に伴う発掘調査が岡山県により実施され、丘陵東斜面から山裾一帯にかけて、旧石器時

代の遺物だけでなく、縄文時代から中世にかけての遺物、遺構が発見されている。特に、古墳時代に

属する朝鮮半島系軟質土器、陶質土器 (初期須恵器)や 公的施設が想定される古代の遺構、遺物がま

とまって検出され、「泊」の性格を持つ遺跡として知られるようになった。

調査の概要 本調査は、中国電力の送電線鉄塔建設工事に伴い、事前に遺跡の規模 と性格を把握す

るために行ったものである。今回の調査は、鉄塔建設予定地の南東脚部 (3× 3m)の土層観察を基に

行った。なお、掘削はすべて人力により行った。

調査地の状況は次のとお りである。1層 は水田耕作土、2～ 5層 までは褐色系の土、6層 はやや粘質

のにぶい褐色土、7層 もやや粘質のにぶい橙色土である。2～ 7層 では、全体に少量ずつ土器片を含ん

でいる。8層 は粘質の黒褐色土で須

恵器片および高台付 き土師器椀が

検出されている。9層 は褐灰色の粗

い砂層で、この層には遺物は含まれ

ていない。

以上のすべての層は、ほぼ水平

に堆積 してお り、人為的 に手の

加わった状況は確認されなかった。

上記の結果から、調査地内か ら

は、遺構等は確認されておらず、若

千の遺物は検出されているものの、

磨滅の度合 いか ら、周辺 よ り流

れ込んだ可能性がある。このため、

当該地は遺跡の端部にあたるもの

`|′
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と判断される。
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蘊
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わ  ん  ど

掘調査概要7号為
調 査 地 福田町福田 236外

調 査 原 因 特別養護老人ホーム  調 査 面 積  125ぽ

調 査 期 間 970213～ 970422   調査担当者 鍵谷。藤原・片岡

遺跡の概要 湾戸7号墳は、種松山の山系から西へ延びる尾根筋の、標高約43mの南斜面に位置す

る円墳である。この古墳の周辺は、かっては段々畑として利用され、現在は竹林 となっている。調査

前の現状では、石室の前端部が畑の段の築造により破壊を受けてお り、全長についでは不明である。

墳丘も段々畑の造成により大きく削られてお り、石室部分がこんもりとした高まりとなって残ってい

るのみであった。天丼石は2枚が残存 し、石室内に1枚が転落 していた。側壁の前半部も天丼石の転

落に伴 う崩落が認められる。

調査の概要 湾戸7号墳発掘調査は、特別養護老人ホニムの建設に先立ち、その工事計画地内に存

在する古墳について全面発掘調査を行ったものである。

この古墳は、南南西に開口する無袖の横穴式石室を有する。古墳の開口部に当たる南側は段々畑の

段の造成が行われ、石室前庭部は大きく破壊されている。この段々畑の造成で墳丘及び石室石材も削

り取られたり、抜 き取られたりしている。

墳丘は、前述の段々畑の造成により、古墳東側の大半と、西側の墳裾部分が削平され失われていた。

したがって、現状で古墳の規模を確認することは容易ではなかったが、墳丘の掘削に伴って周溝が遺

存 している状況が検出された。

古墳の背後は、丘陵の緩斜面を

削 り落とし、幅約2m弱・深さ約

0.5mの周溝を廻らせている。周

溝は、古墳の東側は畑の造成に

伴い既 に削平 され確認で きな

かったが、古墳の西側では底部

が若干残存 している状況が確認

された。これらから、古墳の規

模 を推定すると直径 12m程度

になると考えられる。

石室の規模は、現状で長さ4.7

m。 幅 1.9m。 高さ2.Omを測る。

奥壁は、大型の石を縦に2枚積

み上げ、その上に50cm前 後の中

型の石を横に数枚重ね3段積み

としている。両倶J壁 は、2段 目ま
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でを大型の石材を立てて用いている。その上に2～ 3段 50cm前後の中型の石材を積み上げている。石

室の裏込めの石は少なく、また、石室石組みの隙間も多 くかなり粗雑な石組みで石室を構築 している。

この石室は、長さ5。 9m。 幅 5。9mの 隅丸方形の掘 り込みの中に構築されてお り、掘 り込みの底面を床

面としている。石室の掘 り方は、側壁東側先端部から北へ約2mばか りの部分には及んでおらず、石

室構築前の旧地表面にそのまま石材を置いている。なお、奥壁部分の床面と開口部の床面では現状で

25 cm以上の高低差があり、破壊された開田部を想定すると築造当初の床面はかなり傾斜 していたも

のと思われる。

石室床面からの出土遺物は、耳環・ガラス玉・

鉄鏃。鉄刀等が検出されている。検出された遺物

の大半は、後世の攪乱等により、1カ 所に集積され

たり移動させられたりしている状況であった。検

出状況から原位置を保つていると考えられる遺物

は、側壁付近の鉄器の一部に限られた。床面から

の出土遺物の中に須恵器・土師器等 も確認されて

いるが、細片となってお り、時期考証の資料は乏

しい。また、石室中央部に床面を掘 り抜いて長径

80cm程度の楕円形の土墳が掘削されていた。この

土墳の底部付近から平安時代の遺物も検出されて

お り、古墳が再利用されたことも推測される。

古墳の築造年代を考えるにあたり、出土遺物に

ついて現在整理中であるが、石室の大 きさ。構造

等から6世紀後半頃と推測される。  (片 岡)

古墳全景

石室内遺物出土状況
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V寄贈図書一覧 (96.4.1～ 97.3.31)

rゴどガ夢史彗  θブ」

(財 )北海道埋蔵文化財センター

苫小牧市埋蔵文化財調査センター

r岩手県  θ3J

(財 )岩手県文化振興事業団

(財 )水沢市埋蔵文化財調査センター

r富城県  θィJ
多賀城市埋蔵文化財調査センター

仙台市富沢遺跡保存館

r秋田県  θ5J
秋田県埋蔵文化財センター

r山形県  θ6」

米沢市教育委員会

r福島県 θ7」

(財 )郡山市埋蔵文化財

発掘調査事業団

(財 )い わき市教育文化事業団

(財 )福島市振興公社

会津若松市教育委員会

【茨城県  θθJ
ひたちなか市

埋蔵文化財調査センター

(財)ひたちなか市

文化・スポーツ振興公社

上高津貝塚ふるさと歴史の広場

r栃木県  θ9J

(財 )栃木県文化振興事業団

調査年報 7・ 8

とまこまい埋文だよりNo.40・ 41、 苫小牧の埋蔵文化財 No.9[旧石器時代編 ]、 苫

小牧市静川 5遺跡発掘調査概要報告書、苫小牧市埋蔵文化財調査センター概要

No.12

紀要 XV・ XⅥ

杉ノ堂遺跡、雷神 I遺跡、龍ケ馬場 Ⅱ遺跡

高崎遺跡一第13～ 16次調査報告書一、市川橋遺跡、多賀城市埋蔵文化財調査セン

ター年報―平成6年度―

地底の森 準備号。創刊号。第2号、地底の森ミュージアム常設展示案内、地底の森

ミュージアム要覧、氷河期を生きる-2万年前の旧石器人と動物たち―

伊勢堂岱遺跡、蟹子沢遺跡、岩瀬遺跡、研究紀要 第1号、秋田県埋蔵文化財センター

年報 14、 大平遺跡、片野 I遺跡

遺跡詳細分布調査報告書 第9集、一ノ坂遺跡発掘調査報告書、米沢市文化財年報

No.9

安倍遺跡、影遺跡発掘調査報告書、遠後遺跡、割田B遺跡、鳴打A遺跡 (遺構編 )、

桐ノ木沢遺跡、郡山市埋蔵文化財分布調査報告 1。 2、 郡山東部 15、 郡山東部 16、 郡

山東部 17、 広畑遺跡、咲田遺跡、上之内遺跡、城山館遺跡、清水台遺跡、大安場古墳

群測量調査報告書、大根畑遺跡、東山田遺跡、桃見台遺跡、南山田遺跡、二池遺跡

(Ⅱ ・Ⅲ区)、 二池遺跡 (V区 )、 分析。試験結果報告書、木村館跡 (Ⅶ・Ⅷ区)

綱取貝塚、大平 B遺跡・大平 C遺跡

下ノ平D遺跡・弓手原A遺跡、外大貝遺跡、学壇遺跡群、宮畑遺跡、隅ケ城跡、山ノ下

遺跡、勝日前畑遺跡 2、 勝口前畑遺跡 3、 大森城跡。大鳥城跡 2、 大鳥城跡3 大

平・後関遺跡、麦地石遺跡、八郎内遺跡、浜井場遺跡・山ノ下遺跡。大平遺跡、富山遺

跡

あいづわかまつ文化財だより第3号、会津総合運動公園発掘調査概報 V、会津大戸

窯 南原9号窯跡、若松北部地区県営ほ場整備事業発掘調査概報Ⅵ (平成7年度 )、

堂ヶ作山古墳

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター要覧、ひたちなか埋文だより第4号・第5号、平

成7年度市内遺跡発掘調査報告書

フィールドノートv01.8、 武田Ⅸ-1995年度武田遺跡群発掘調査の成果―

寿行地古墳発掘調査報告書、中新台遺跡発掘調査報告書、土浦の遺跡 1、 東山団地

遺跡、埋蔵銭の物語一出土銭から見た中世の世界一

やまかいどうNo.13・ No.14、 安塚坂下古墳群、下野国分寺跡畑、宮の内A遺跡。宮の

内B遺跡、研究紀要 第4号、向北原南遺跡 Ⅱ、砂田東遺跡。上横田A遺跡、寺野東

遺跡Ⅷ、小丸山古墳群・山苗代 A・ C遺跡、成沢遺跡 西赤堀遺跡、大塚遺跡群、

35



栃木県教育委員会

r群馬県 fθJ

(財 )群馬県埋蔵文化財調査事業団

群馬県立歴史博物館

r埼玉県 ff″
埼玉県立埋蔵文化財センター

所沢市立埋蔵文化財調査センター

飯能市教育委員会

春日部市教育委員会

r千葉1県
.72J

(財 )に「藩郡市文化財センター

(財 )長生郡市文化財センター

(財)山 武郡市文化財センター

(財 )市原市文化財センター

(財 )千葉市文化財調査協会

(財 )香取郡市文化財センター

(財 )船橋市文化・スポーツ公社

(財 )千葉県文化財センター

道路改良工事地内所在遺跡発掘調査報告書、栃木県文化振興事業団年報一平成

7年度一、那須官衛関連遺跡Ⅲ、八幡根東遺跡、埋蔵文化財センター年報 第6号 (平

成8年度 )

栃木県埋蔵文化財保護行政年報 18-平成6年度―、みすぎがわ No.3、 松葉遺跡、

町屋南遺跡

遺跡に学ぶ 第7号、研究紀要 13、 元総社寺田遺跡Ⅲ、荒砥上ノ坊遺跡 I、 荒砥上ノ

坊遺跡Ⅱ、行力春名社遺跡、上栗須寺前遺跡群 I、 上栗須寺前遺跡群Ⅱ、善慶寺早

道場遺跡、大入木屋敷遺跡、地域をつなぐ未来へつなく
゛
、東上秋間遺跡群、南蛇井増

光寺遺跡Ⅳ、年報 -14-、 年報-15-、 白倉下原。天引向原遺跡Ⅲ、箱田古市前 I。

Ⅱ遺跡、埋文群馬 No.23・ 24、 No.25。 26、 No.27、 野中天神遺跡、矢田遺跡Ⅵ

大唐王朝の華―都。長安の女性たち

埼玉県立埋蔵文化財センター 年報 5、埋文さいたま第23号～第25号

市内遺跡調査報告2、 所沢市立埋蔵文化財調査センター年報No.1、 膳棚遺跡一第9

次調査一、東の上遺跡一第12次調査一、東の上遺跡二第61次調査一 ‐

飯能の遺跡 (20)

花積台耕地遺跡3次・浜川戸遺跡 12・ 13次、新寺遺跡、新寺遺跡2次、浜川戸遺跡 14

次。16次・花積内谷耕地遺跡3次。慈恩寺原西遺跡、坊荒句北 (1、 2次 )・ 坊荒句・立

山遺跡

間野台貝塚、吉見稲荷山遺跡、佐倉城跡、小菅法華塚 I・ I遺跡、鐘塚N6.2遺跡、上

岩橋岩崎遺跡、上本佐倉上宿遺跡発掘調査報告書、城次郎九遺跡、新橋高松遺跡、

神門房下遺跡発掘調査報告書、曽谷窪遺跡発掘調査報告書、南囲護台遺跡 (第 1地

点)、 自地台遺跡。西御門荒生遺跡A地区・西御門荒生遺跡 B地区、人木宇廣遺跡

発掘調査報告書、平賀細町遺跡、米ケ峠遺跡、墨木戸、野毛平泉台遺跡発掘調査報

告書、油作 1-Ⅱ 遺跡発掘調査報告書

郷土の文化財 17、 庄吉遺跡、石川横穴墓群B支群発掘調査報告書、川島遺跡、長生

郡市文化財センター年報 No.9-平成 5。 6年度一、長尾遺跡群、本納城外郭跡一

2

財団法人山武郡市文化財センター年報 No.11、 山田・宝馬古墳群、小泉遺跡、浅間台

遺跡、大網山田台遺跡群 I、 大網山田台遺跡群Ⅱ、滝木浦遺跡、文化財かわら版 第

6号。第7号、油井古塚原遺跡群

市原市文化財センター年報一平成4年度・平成5年度―

稲荷台遺跡、砂子遺跡 (D区 )、 千葉市永作北遺跡、千葉市熊ノ台西遺跡、千葉市枯

木台遺跡、千葉市狐塚西遺跡、千葉市根崎遺跡 (I地区)、 千葉市砂子遺跡 (C区 )、

千葉市山王遺跡、千葉市若郷遺跡、千葉市小中台遺跡、千葉市松ケ丘遺跡、千葉市

上深見沢遺跡、千葉市上鶴牧遺跡、千葉市神門遺跡、千葉市長堀東遺跡、千葉市蛤

谷津上遺跡、千葉市文化財調査協会年報4・ 年報5。 年報6。 年報7、 千葉市芳賀輪遺

跡一平成2年度調査報告書一、千葉市芳賀輪遺跡一平成3年度調査報告書一、千葉

市芳賀輪遺跡一平成4年度調査報告書一、千葉市立山城跡、千葉中央鋤レフ場遺跡

群発掘調査報告書、谷津遺跡 図版編、土気南遺跡群 I、 土気南遺跡群Ⅱ、土気南遺

跡群Ⅲ、土気南遺跡群Ⅳ、福寿院遺跡、平川町向工遺跡第二次調査発掘調査報告

書

かとり第1号、伊地山石塔前 Ⅱ遺跡、月輪神社遺跡、高岡清水遺跡、桜田野馬土手

跡、事業報告 V一平成6年度―、大六天遺跡、猫作・栗山16号墳

中びょう遺跡、中野木遺跡群 (4)、 埋蔵文化財センター年報 1-平成7年度―

千葉県文化財センター年報 No.21-平 成7年度―、房総の文化財 vol.9～ Vol.12
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市川市教育委員会

野田市教育委員会

国立歴史民俗博物館

千葉市立加曾利貝塚博物館

市立市川考古博物館

芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

東邦考古学研究会

山武考古学研究所

r東京都  73」

(財 )東京都教育文化財団

東京都教育庁

地下鉄7号線溜池・駒込間

遺跡調査会

地下鉄7号線白金台・東六本木間

遺跡調査会

文化庁

港区立港郷土資料館

早稲田大学

r神奈 ノ′ノ県  f4J
横須賀市教育委員会

平塚市教育委員会

r富山県 76J
(財 )富山県文化振興財団

富山県埋蔵文化財センター

富山県 [立 山博物館 ]

r石ノ′′県 77J
石川県立埋蔵文化財センタ‐

金沢市教育委員会

金沢大学文学部考古学研究室

平成7年度 市川市内遺跡発掘調査報告

のだ文化財だより第7号。第8号、倉之橋・北大和田Ⅱ、堤台東寺山

館蔵資料データベース、国立歴史民俗博物館研究報告 第63集 。第65集～第69集、

日本古代印集成、農耕開始期の石器組成1近畿・中国。四国、農耕開始期の石器組

成2九州

貝塚博物館紀要 第23号 。第24号、宮城の貝塚一追跡 !海辺の縄文人一

市立市川考古博物館年報 第23号

武射 No.14

東邦考古 20

西毛の古代、下小鳥町頭Ⅱ遺跡発掘調査報告書、夏見大塚遺跡、観音寺原 I・ Ⅱ遺

跡発掘調査報告書、吉田遺跡発掘調査報告書、興津地区遺跡群、佐倉道南遺跡、清

水 I遺跡、石関西簗瀬遺跡・西片貝源田島遺跡、前橋城三ノ丸遺跡発掘調査報告

書、双葉町 I遺跡、倉賀野中里前遺跡、中尾村前 V遺跡発掘調査報告書、布施大塩

遺跡

たまのよこやまNo.38・ No.39、 資料 目録 8、 汐留遺跡、多摩ニュータウン遺跡第22～第

36集、東京都埋蔵文化財センター研究論集 W、東京都埋蔵文化財センター年報 16、

尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査概要Ⅳ、尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査報告書 I、 平

成8年度 東京都埋蔵文化財センター要覧

大里東遺跡発掘調査報告書

江戸城外堀跡市谷御門タト橋詰・御堀端一第 I分冊―、四谷御門タト橋詰・御堀端通。

町屋跡、四谷御門外町屋跡

地下鉄 7号線白金台。東六本木間遺跡発掘調査報告書

遺跡保存方法の検討―試掘・確認調査方法一

港郷土資料館館報 -14-、 港区文化財調査集録 第3集、港区立港郷土資料館所蔵

文書 目録、三河蔓町遺跡発掘調査報告書、資料館だより第29号～第32号 、芝田町

四丁目町屋跡遺跡発掘調査報告書、平成7年度 港区指定文化財、麻布竜土坂口町

町屋跡遺跡発掘調査報告書

古代98号、古代 101号、古代 102号

埋蔵文化財発掘調査概報集 Ⅳ

四之宮天神前遺跡、大神前遺跡一第8地点一、南原 B遺跡他、林 B遺跡他

梅原胡摩堂遺跡発掘調査報告 (遺物編 )、 埋蔵文化財調査概要―平成7年度―、埋

蔵文化財年報 (7)一 平成7年度―

文字の世界、埋文とやま第52号～第55号

たてはく第15号、研究紀要 Vol.3

吉崎。次場遺跡、金沢市近岡遺跡、九谷A遺跡、寺井町佐野A遺跡、寺井町千代デ

ジロA遺跡。大長野A遺跡、石川県立埋蔵文化財センター年報 第15号、大津赤死遺

跡、大畠南古墳群発掘調査報告、滝。柴垣海岸 G遺跡、鶴来北部遺跡群調査報告

I、 念仏林遺跡、富来町貝田遺跡。貝田C遺跡、平木遺跡群、北吉田ノノメ古墳群発

掘調査報告書、北塚遺跡一第13次発掘調査報告書一

金石本町遺跡 I、 金石本町遺跡 Ⅱ、金石本町遺跡Ⅲ、金沢市河原市館跡、金沢市近

岡テラダ遺跡、西念・南新保遺跡Ⅳ、平成7年度 金沢市埋蔵文化財調査年報、柚木

城と三ノ坂道

金沢大学考古学紀要 第23号
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r福井J具  7θJ
福井県埋蔵文化財調査センター

r山梨県 79J
山梨県埋蔵文化財センター

韮崎市教育委員会

山梨県立考古博物館

釈迦堂遺跡博物館

r長 JttFJ異  2θJ

(財 )長野県埋蔵文化財センター

辰野町教育委員会

長野県立歴史館

r岐卓県 27J
(財)岐阜県文化財保護センター

各務原市埋蔵文化財調査センター

岐阜市遺跡調査会

飛騨みやがわ考古民俗館

r静J電
「」冥 22J

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

磐田市埋蔵文化財センター

静岡市立登呂博物館

【愛り短「県 23」

(財 )愛知県埋蔵文化財センター

(財 )瀬戸市埋蔵文化財センター

南山大学人類学博物館

名古屋市見晴台考古資料館

豊田市郷土資料館

南江守大槙遺跡、立洞2号墳。山の上 1号墳、六条・不日田地区遺跡群

研究紀要 12、 甲ッ原遺跡 I、 甲府城跡Ⅲ、十五所遺跡 Ⅱ、村前東A遺跡概報 3

地下からのたより95、 年報 12-平成7年度―、立石。宮の上遺跡

北巨摩市町村文化財担当者会年報一平成7年度―

山梨県立考古博物館だよりNo.36～ No.38

釈迦堂ニュース 3

長野県埋蔵文化財センター紀要 4、 長野県埋蔵文化財センター年報 12

滝洞遺跡 Ⅱ、平出丸山遺跡―遺物編―

長野県立歴史館 研究紀要 第2号、長野県立歴史館たよりVol.6～ Vol.9

'96岐阜県新発見考古速報、きずな第 16号 ～第 18号、岡前遺跡、岡本山横穴墓、下

巾上遺跡、西乙原遺跡。勝更白山神社周辺遺跡、牧野小山遺跡発掘調査概報

かかみがはらの埋文 第4号、鵜沼古市場遺跡A地区発掘調査報告書、各務寒洞窯

址群発掘調査報告書、宮塚遺跡A地 区発掘調査報告書、大田1号古窯跡群発掘調

査報告書、野口廃寺 B地区発掘調査報告書

堀田。城ノ内

堂ノ前遺跡発掘調査報告書

10周年記念論文集、遠江国分寺跡の調査、岳美遺跡 Ⅱ(遺物編 )、 曲金北遺跡 (遺構

編)、 曲金北遺跡一平成6年度概報一、研究所報 No.58～ No.64、 元島遺跡一平成6

年度概報一、御殿川流域遺跡群Ⅲ、小鹿杉本堀合坪遺跡、水井遺跡・清水遺跡、瀬

名遺跡Ⅳ (自 然科学編 )、 静岡県埋蔵文化財調査研究所年報 Ⅲ、石成遺跡、川合遺

跡 (図版編 )、 川合遺跡 (本文編 )、 川田・藤蔵渕遺跡―平成6年度概報一、椿野遺跡

保録ヶ谷遺跡

御殿。二之宮遺跡―第27次発掘調査報告書一、国分寺。国分台遺跡発掘調査報告

書 平成7年度、大宝院廃寺遺跡―第7次発掘調査報告書一、中山古墳群。二ヶ谷遺

跡発掘調査報告書、長江崎遺跡発掘調査報告書、匂坂下原古墳群。匂坂上5遺跡、

磐田の古墳

樹のあるくらし一道具にみる知恵とこころ一、静岡市立登呂博物館館報 6-平成7年

度一、登呂の弥生人 4-体験して学ぶ古代農村の暮らし―

愛知県埋蔵文化財情報 11、 鳥帽子遺跡、儀長正楽寺遺跡、広坪遺跡、清洲城下町遺

跡Ⅳ、大毛沖遺跡、鳥羽城跡、年報―平成7年度一、北道手遺跡、埋蔵文化財愛知

No.44～ No.47

(財 )瀬戸市埋蔵文化財センター研究紀要 第4輯、古瀬戸をめぐる中世陶器の世界、

平成7年度 瀬戸市埋蔵文化財センター年報

根古谷貝塚の土器

見晴台遺跡32・ 33次発掘調査の記録、見晴台遺跡 第35次発掘調査概要報告書、高

蔵遺跡 第 10次調査の概要、高蔵遺跡 第 11次調査の概要、城下町 大発掘、正木町

遺跡 第5次調査の概要、正木町遺跡 第6次発掘調査概要報告書、西志賀遺跡―発

掘調査の概要―、幅下小学校遺跡―第4次発掘調査の概要―、平田城跡発掘調査

報告書、味鈍 B遺跡調査報告書、名古屋市見晴台考古資料館 年報 13、 名古屋城三

の九遺跡第6・ 7次発掘調査報告書、鳴海城跡 第2次発掘調査概要報告書、鳴海城

跡発掘調査概要報告書、雷貝塚 第2次発掘調査報告書

神明遺跡、梅坪遺跡Ⅲ、豊田市郷土資料館だよりNo.16～ No.19

3θ



名古屋大学文学部考古学研究室

【二重県  24」
三重県埋蔵文化財センター

津市埋蔵文化財センター

鈴鹿市教育委員会

松阪市教育委員会

上野市教育委員会

【滋賀県  25」

滋賀県埋蔵文化財センター

(財 )滋賀県文化財保護協会

(財 )栗東町文化体育振興事業団

滋賀県教育委員会

大津市教育委員会

長浜市教育委員会

日野町教育委員会

滋賀県立安土城考古博物館

大津市歴史博物館

滋賀県立琵琶湖博物館

五個荘町歴史博物館

滋賀県立大学人間文化学部

考古学研究室

考古資料ソフテックス写真集 第 11集、名古屋大学文学部研究論集 125

みえ No.19～ No.21、 伊賀国府跡 (第4次 )発掘調査報告、井尻遺跡発掘調査報告、一

般国道23号 中勢道路 埋蔵文化財発掘調査概報Ⅷ、一般国道23号中勢道路建設事

業に伴う大古曽遺跡・山籠遺跡・宮ノ前遺跡発掘調査報告、一般国道42号松阪・多

気バイパス埋蔵文化財発掘調査概報Ⅵ、一般国道475号東海環状自動車道 埋蔵文

化財発掘調査概報 Ⅱ、屋敷遺跡発掘調査報告、火山遺跡・山神遺跡・良福寺跡・高

寺南遺跡、岩出地区内遺跡群発掘調査報告、近畿自動車道 (久居～勢和)埋蔵文化

財発掘調査報告一第3分冊 8-、研究紀要 第4号。第5号、古川遺跡・山口遺跡発掘

調査報告、溝端遺跡発掘調査報告、斎宮・国府・国分寺―伊勢のまつりと古代の役所

一、三重県埋蔵文化財年報 7、 次郎六郎東遺跡発掘調査報告、朱中遺跡。朱中古墳

群、松阪城三の九五曲口跡発掘調査報告、上ノ垣外遺跡、石薬師東古墳群。石薬師

東遺跡 (第4次)発掘調査概報、切山瓦窯跡・浦ノ山中世墓 (旧萩原裏ノ山遺跡 )。 発

掘調査報告、曽祢崎遺跡発掘調査報告、相可出張遺跡発掘調査報告、多気遺跡群

発掘調査報告 Ⅱ、多気遺跡群発掘調査報告Ⅲ、大鼻遺跡、長者屋敷遺跡。峯城跡・

中冨田西浦遺跡、天花寺丘陵内遺跡群発掘調査報告、奈可切遺跡発掘調査報告

書、敷伝遺跡 (第2次)発掘調査報告、北野遺跡 (第 5次)発掘調査概報、明気窯跡群・

大日山古墳群・甘糟遺跡・巣護遺跡

北垣内遺跡発掘調査報告、埋文センターニュース第3号 。第4号

伊勢国分寺。国府跡 3、 鈴鹿市埋蔵文化財だよりNo.13、 鈴鹿市埋蔵文化財調査年報

Ⅲ

黒角遺跡・口南戸遺跡発掘調査報告書

上野市埋蔵文化財年報 2、 小芝遺跡発掘調査報告 (3次 )、 森田遺跡発掘調査報告

森脇遺跡発掘調査報告一昭和63年度―、西明寺遺跡発掘調査報告 (第 6次 )

近江出土の中世陶磁、滋賀埋文ニュースNo.192号 ～No.203号

ウツクシマツ自生地、雲仙寺遺跡発掘調査報告書 Ⅱ、岡遺跡発掘調査報告書、金屋

南古墳群発掘調査報告書、郡衛 堅田の町なみ、五個荘町金堂の町なみ、山の神と山

論、滋賀文化財だよりNo.218～ No.224、 森川許六と絵画、石山寺縁起絵巻、草津宿本

陣休泊管見、長束三坊。中堂遺跡発掘調査報告書、東嶺禅師のふるさと五個荘町、平

成6年度 滋賀県埋蔵文化財調査年報、木村古墳群

はっくつ'95-栗東町話題の発掘調査一、栗東町埋蔵文化財調査 1993・ 1994年度 年

報Ⅱ、栗東町埋蔵文化財発掘調査 1994年度年報、栗東町埋蔵文化財発掘調査 1995

年度年報

後川遺跡、今川東遺跡、在士北遺跡 2・ 尼子遺跡。小り|1原遺跡2、 小野遺跡発掘調査

報告書、蔵ノ町遺跡、尼子南遺跡2・ 尼子西遺跡 1、 日置前遺跡 I、 八坂東遺跡、北落

古墳群Ⅲ。金屋南古墳群

大津の文化財、大津市遺跡分布地図

金剛寺遺跡発掘調査報告書、川崎遺跡 2、 長浜市埋蔵文化財調査ニュース第53号

～第56号

宮ノ前遺跡、ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅶ-4抜届1、 小御門古墳群 ほ場整

備関係遺跡発掘調査報告書 XⅣ -6抜刷、日野町埋蔵文化財発掘調査報告書 第

第1集。第3集 。第4集。10集

おおてみち第15号～第18号

近江の古代を掘る一土に刻まれた歴史一

うみっこ創刊号

古代の交易一古代近江の流通経済を考古学する一

人間文化 0号。1号、平成 8年度 環琵琶湖文化論実習報告書
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r京都府 26J
(財)京都府埋蔵文化財

調査研究センター

(財 )京都市埋蔵文化財研究所

京都市埋蔵文化財調査センター

綾部市教育委員会

京都市考古資料館

向日市文化資料館

綾部市資料館

京都橘女子大学

川島織物文化館

r大阪府 27J
(財 )大阪市文化財協会

(財 )東大阪市文化財協会

(財 )八尾市文化財調査研究会

(財 )枚方市文化財研究調査会

高槻市立埋蔵文化財調査センター

堺市立埋蔵文化財センター

(財 )大阪府文化財調査研究センター

豊中市教育委員会

枚方市教育委員会

貝塚市教育委員会

泉佐野市教育委員会

泉南市教育委員会

吹田市教育委員会

茨本市教育委員会

大阪府立弥生文化博物館    
‐

大阪府立近つ飛鳥博物館

大阪市立博物館

吹田市立博物館

京都府埋蔵文化財情報第 59号 ～62号、小さな展覧会

京都嵯峨野の遺跡、京都発掘20年、研究紀要 第3号、鹿苑寺 (金閣寺)庭園、平成6

年度 京都市埋蔵文化財調査概要、本村捷三郎収集瓦図録

京都市内遺跡試掘調査概報一平成7年度一、京都市内遺跡発掘調査概報―平成7

年度一、京都市内遺跡立会調査概報一平成7年度―

綾部市文化財調査報告 第 19集 ～第24集、史跡私市円山古墳整備事業報告

平安の古瓦展―木村捷三郎採集品を中心に一

いしのおく、向日市文化資料館報 第11号一平成6年度―

ヒミコの箱、綾部市資料館報一平成6年度―、興隆寺大般若経の研究、食、石

Tachibana Being第 8号。第9号

テキスタイルアート100、 上代裂組織の考察

古代住吉の考古学

鬼虎川遺跡26次・西の辻遺跡 18～ 20調査概要報告、宮ノ下遺跡第 1次発掘調査報

告書、若江遺跡第38次発掘調査報告、西の辻遺跡第22次発掘調査報告書、西の辻

遺跡第27次 `鬼虎川遺跡第32次発掘調査報告書、西の辻遺跡第30次発掘調査報

告、西の辻遺跡第9次発掘調査報告、東大阪市下水道事業関係発掘調査概要報告

-1993年度―

財団法人八尾市文化財調査研究会報告 50、 成法寺遺跡、中田遺跡、東郷遺跡、平成

7年度 (財 )八尾市文化財調査研究会事業報告

ひらかた文化財だより第27号 ～第30号、旧川越村、枚方市文化財年報 16(1994年 度

分 )、 枚方市文化財年報 17(1995年度分 )

古曽部・芝谷遺跡、高槻市文化財年報 平成6年度、嶋上遺跡群20

堺市文化財調査概要報告 第54冊 ～第58冊、堺埋蔵文化財だより第9号、平成7年

度国庫補助事業発掘調査報告書

発掘速報展 大阪 '97、 年報 1-平成7年度―

豊中市埋蔵文化財発掘調査概要一平成7年度―

須恵器でみる古代の日本、枚方市埋蔵文化財発掘調査概要 1995

加治。ネ申前・畠中遺跡発掘調査概要、貝塚市遺跡群発掘調査概要 18、 貝塚寺内町遺

跡、東遺跡発掘調査概要 I

茅淳の道 第4号、三軒屋。諸目遺跡発掘調査概要、上町東遺跡 -94‐ 3区の調査一、

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要一平成6年度―、泉佐野市埋蔵文化財発掘調査

概要 第 18号 ～第22号、白水池遺跡 -94-1区 の調査一

泉南市遺跡群発掘調査報告書、泉南浪漫紀行 創刊号、弥生文化の成立一日本古代

国家の成立を探る。Ⅳ一

吹田市五反島遺跡発掘調査報告書一自然科学編一、平成7年度 埋蔵文化財緊急

発掘調査概報一垂水遺跡・垂水南遺跡一、平成7年度 埋蔵文化財緊急発掘調査概

報一垂水遺跡。蔵人遺跡一

平成7年度発掘調査概報

漢とロニマ‐倭の時代の世界一、中国仙人のふるさと一山東省文物展一t卑弥呼の

動物ランドーよみがえった弥生大一、弥生倶楽部 Vol.9～ Vol.H、 弥生文化博物館

要覧一平成7年度―

金の大刀と銀の大刀一古墳・飛′鳥の貴人と階層一、仁徳陵築造の時代、大阪府立近

つ飛鳥博物館 館報 1、 博物館だよリーアスカデイア:古墳の森 Vol.4、 北の列島文化一

清野謙次コレクションから一

大阪市立博物館報 No.35

吹田市文化財ニュース No.17、 禅僧雲居希鷹―その生涯と作品―、鉄道沿線物語―

イθ



八尾市立歴史民俗資料館

名神高速道路内遺跡調査会

大阪大学文学部考古学研究室

rダ:澤F県  28」

兵庫県教育庁埋蔵文化財調査事務所

妙見山麓遺跡調査会

伊丹市教育委員会

三田市教育委員会

加西市教育委員会

龍野市教育委員会

加東郡教育委員会

上郡町教育委員会     :
中町教育委員会

神戸市立博物館        ■

兵庫県立歴史博物館

尼崎市教育委員会

播磨町郷土資料館

(財 )辰馬考古資料館

r奈芸:県  29J
奈良国立文化財研究所

奈良市埋蔵文化財調査センター

桜井市立埋蔵文化財センター

大和高田市教育委員会

田原本町教育委員会

橿原市千塚資料館

奈良大学文学部考古学研究室

鶴 取県 37」
(財 )鳥取県教育文化財団

(財 )鳥取市教育福祉振興会

(財 )米子市教育文化事業団

北条町教育委員会

r島根県  32J
島根県埋蔵文化財調査センター

島根県古代文化センター

出雲市教育委員会

鉄道の発達と吹田一、博物館だよりNo.6・ No.7

研究紀要 第7号、人尾市立歴史民俗資料館報一平成5,6年 度―

水無瀬荘跡遺跡 '

井ノ内稲荷塚古墳、雪野山古墳の研究

ひょうごの遺跡 第23号。第24号、玉津田中遺跡一第3分冊一、玉津田中遺跡一第4

分冊一、平成7年度 年報

下上津遺跡、楠。荒田町遺跡

口酒井遺跡発掘調査報告書、有岡城跡発掘調査報告書Ⅸ

おかあさんの考古学、三田文化財情報 平成7年度合冊号、東家地古墳。著荷谷古墳

群第3号墳

村前遺跡、長塚遺跡 I

新宮東山古墳群

上中。溝ノ内遺跡発掘調査報告書

井の端墳墓群

曽我井 ,沢田遺跡。曽我井・山田遺跡

研究紀要 第H号 。第12号、神戸市立博物館年報 No.1l T平成5年度す、博物館だ

よりNo.52～ No.55

館報 1995、 兵庫歴博ニュース No.54～ No.56

尼崎市埋蔵文化財遺跡分布地図及び手引き、平成4年度 尼崎市埋蔵文化財年報

ふるさとの遺跡、館報 Vol.7-平 成 7年度下 ,_
山田博雄収集資料 目録

埋蔵文化財ニュース No.81～ No.84

奈良市埋蔵文化財調査センター紀要 1995、 奈良市埋蔵文化財調査概要報告書一平

成7年度―、平城京東市跡推定地の調査皿

古代桜井の木製品、大和の大王の埴輪

コンピラ山古墳第4次発掘調査報告書、大和高田市遺跡分布調査報告書 I

弥生の風景一唐古・鍵遺跡の発掘調査60年一

よみがえった生活用具 Ⅱ

文化財学報 第十四集

陰田遺跡群、宮内第 1遺跡・宮内第4遺跡・宮内第5遺跡・宮内2・ 63～ 65号墳、桂見

遺跡、小町第1遺跡、西桂見遺跡・倉見古墳群、鳥取埋文ニュース No.44、 鶴田荒神ノ

峯遺跡・鶴田堤ケ谷遺跡・宇代横平遺跡・宇代寺中遺跡、米子城跡6遺跡

山ヶ鼻遺跡 Ⅱ、秋里遺跡一マンション建設に伴う発掘調査報告書一、秋里遺跡、平成

7年度 桂見遺跡群発掘調査概要報告書、面影山古墳群発掘調査報告書

陰田広畑遺跡、奥陰田遺跡群―調査概要―、萱原・奥陰田 I、 吉谷トコ遺跡、錦町第

一遺跡、新山山田遺跡、新山山田遺跡・陰田広畑遺跡 ―調査概要一、米子城跡 4、

米子城跡 5、 米子城跡7遺跡、米子城跡 8遺跡、米子城跡Ⅲ、日久美遺跡Ⅳ

曲遺跡群発掘調査報告書 1、 町内遺跡発掘調査報告書第5集

かんどの流れ、タイムドリップひがしいずも、塩津山1号墳が語る古代の出雲、島根県埋

蔵文化財調査センターニュース 12号～15号、埋蔵文化財調査センター年報Ⅳ一平成

7年度一、門遺跡

いにしえの島根 全8巻、しまねの古代文化 第3号、古代文化研究 第4号、出雲国風土

記論究 下巻

山持川川岸遺跡、上長浜貝塚

4f



島根県立八雲立つ風土記の丘資料館

島根大学埋蔵文化財調査研究センター

r岡 J艶
「夕具  33J

岡山県古代吉備文化財センター

岡山県教育委員会

岡山市教育委員会

総社市教育委員会

山手村教育委員会

奥津町教育委員会

岡山県立博物館

津山郷土博物館

倉敷市立自然史博物館

岡山県立美術館

岡山県立吉備路郷土館

岡山大学文学部考古学研究室

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

加計学園埋蔵文化財調査室

就実女子大学吉備地方文化研究所

岡山理科大学自然科学研究所

岡山理科大学

岡山県総合文化センター

倉敷市史研究会

岡山県遺跡保護調査団事務局

高梁川の水と緑を守る会

倉敷の自然を守る会

【広島県  解J

(財 )広島県埋蔵文化財調査センター

(財 )広島市歴史科学教育事業団

(財 )東広島市教育文化振興事業団

(財 )吉田町地域振興事業団

広島県教育委員会

府中市教育委員会

庄原市教育委員会

尾道市教育委員会

東城町教育委員会

サイエンスロマン“IZUMO"― 古代出雲文化展への招待一、御崎山古墳の研究、

八雲立つ風土記の丘 No.134～ No.142

島根大学構内遺跡発掘調査概報Ⅱ (諸田地区 1)

絵図遺跡・南方遺跡、宮地遺跡。大木遺跡。大木古墳群・粧田山城跡。大村遺跡、斎

富遺跡、所報吉備 第20号 。第21号、西大沢古墳群・畑ノ平古墳群・虫尾遺跡・黒土中

世墓。茂平古墓・茂平城、中池ノ内遺跡、津寺遺跡 3、 田益新田遺跡。西山古墳群

田益新田遺跡・青谷5号墳t南溝手遺跡 2、 百間川兼基遺跡2・ 百間川今谷遺跡2、 百

問川原尾島遺跡 5

岡山県埋蔵文化財報告 26

岡山市埋蔵文化財調査の概要 -1994年度―

総社市埋蔵文化財調査年報6(平成7年度 )

山手の歴史と文化 (古代遺跡編 )、 山手の歴史散歩

高下休場遺跡。西屋A遺跡

こども博物館ガイドー岡山県の歴史と文化一

博物館だよりNo.15

宇野確雄植物コレクシヨン(5)、 自然史博物館だよりNo.21～ No.24、 種松山の自然、倉

敷市立自然史博物館研究報告 第 11号、倉敷市立自然史博物館報 6(平成5～ 6年

度)

美術館ニュース No.33～ No.36

吉備路郷土館だよりNo.19

恩原2遺跡

岡山大学構内遺跡調査研究年報13-1995年 度一、岡山大学埋蔵文化財調査研究

センター報 第15号 ～第 17号、鹿田遺跡4-第 6次調査一、津島岡大遺跡7-第 11次

調査一、津島岡大遺跡8-第 13次調査一

津島東3丁 目遺跡代地点。清水谷遺跡

吉備地方文化研究 第8号

自然科学研究所研究報告 第21号

岡山理科大学紀要 第31号 A自然科学、岡山理科大学紀要 第31号 B人文。社会

科学

時 そして出会い '97詩画展

新修倉敷市史 第1巻「考古」、新修倉敷市史 第8巻「自然・風土・民俗」、倉敷の歴史

一倉敷市史紀要一 第6号

調査団ニユース第H号

高梁川流域の自然 第15号

倉敷の自然 第62号・第63号

ひろしまの遺跡 第65号 ～第67号、下上戸遺跡、熊ヶ迫第 1～ 3号窯跡、研究輯録 Ⅵ

城山、神峠遺跡、年報H―平成6年度一、本地丸山遺跡発掘調査報告書、薬師城跡

串山城遺跡発掘調査報告、広島城関連遺跡発掘調査報告、黒谷遺跡発掘調査報

告、平成6年度考古学教室 記録集、歴史の扉 第2号・第3号

阿岐のまほろば Vol.6、 今日遺跡発掘調査報告書、西東子遺跡発掘調査報告書

山手 1号・4号古墓

いぶきNo.12～ No.15、 広島県中世城館遺跡総合調査報告書 第4集、史跡吉川氏城

館跡 吉川元春館跡

府中市内遺跡 1、 府中市内遺跡 2

門田下古墓

尾道遺跡一市街地発掘調査概要 1993-、 尾道遺跡一市街地発掘調査概要1994-

鬼橋野路古墳発掘調査報告書、鶴亀山古墳群
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広島県立歴史民俗資料館

新市町立歴史民俗資料館

広島大学文学部考古学研究室

r山口県  35J
山口県埋蔵文化財センター

下関市教育委員会

下関市立考古博物館

山口大学埋蔵文化財資料館

r徳島県  3δ」
(財)徳島県埋蔵文化財センター

徳島市教育委員会

r香ノ′ノ県 37J
(財 )香川県埋蔵文化財調査センター

香川県教育委員会

高松市教育委員会

善通寺市教育委員会

高松市歴史資料館

【愛JttF二具  38J
(財 )愛媛県埋蔵文化財調査センター

(財)松山市生涯学習振興事業団

大西町教育委員会

愛媛大学法文学部考古学研究室

r高知県  39」

高知県立歴史民俗資料館

r福Jヮニ具  ィθJ
福岡市埋蔵文化財センター

福岡市教育委員会

古代の炎と器一す。え。きインひろしま一、歴風ニュース第14号。第15号

ふるさと新市町史跡案内、四五迫城跡

1996古代の塩づくリシンポジウム、辰の回古墳、帝釈峡遺跡群発掘調査室年報 ⅨoX

本郷遺跡、柳瀬遺跡・奇兵隊陣屋跡

延行条理遺跡

綾羅木郷遺跡の歴史展、下関市立考古博物館常設展示図録、下関市立考古博物館

年報 1-平成7年度―

山口大学構内遺跡調査研究年報畑

四国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 5～ 8。 10、 縄文の彩り

第 16回埋蔵文化財資料展図録、徳島市埋蔵文化財発掘調査概要 6

いにしえの讃岐 第15号～第18号、空港跡地遺跡 (」 地区)、 空港跡地遺跡 I、 空港

跡地遺跡発掘調査概報―平成7年度―、県道関係埋蔵文化財発掘調査概報―平成

7年度一、弘田川西岸遺跡、高松城跡、高松城跡 (西の九町)、 国道バイパス建設に伴

う埋蔵文化財発掘調査概報―平成7年度―、砂入遺跡、財団法人香川県埋蔵文化

財調査センター研究紀要 Ⅳ、鹿伏。中所遺跡、平池南遺跡、龍川五条遺跡 I

県道改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概報集、香川県埋蔵文化財調査年報一平

成5年度一、香川県埋蔵文化財発掘調査報告、埋蔵文化財試掘調査報告Ⅷ

井出東 I遺跡、井出東 Ⅱ遺跡

香色山山頂遺跡群調査報告書

高松市歴史資料館収蔵資料 目録一考古資料一

まいぶんえひめ No.24、 一般国道H号重信道路埋蔵文化財発掘調査報告書、一般国

道196号松山環状線埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ、糸大谷遺跡

松山市埋蔵文化財調査年報 Ⅷ―平成7年度一、松山大学構内遺跡Ⅱ一第3次調査

地一、東本遺跡4次調査・松枝遺跡4次調査、福音寺地区の遺跡、葉佐池古墳―横穴

式石室の世界一、来住廃寺一第19次調査―

妙見山古墳群 1号墳整備概報

江口貝塚Ⅲ一第4次調査報告一、萩ノ岡貝塚

岡豊風 日第21号～第23号、土佐神社の名宝

福岡市埋蔵文化財センター年報 第14号・第15号

カルメル修道院内遺跡Ⅲ、井尻 B遺跡4・ 南八幡遺跡4、 井相田C遺跡第5次・高畑遺

跡第14次、下月隈天神森遺跡 Ⅱ、下月隈天神森遺跡Ⅲ、兜塚古墳、蒲田部木原3次、

吉塚 2、 吉武遺跡群 Ⅷ、桑原遺跡群 2、 原遺跡 8、 鴻ろ館跡 4、 鴻ろ館跡 6、 鴻ろ館跡

7、 今宿五郎江遺跡Ⅲ・徳永A遺跡Ⅲ。九隈山遺跡群 I、 三苫永浦遺跡、三苫永浦遺

跡群 2、 四箇周辺遺跡調査報告書 (7)、 持田ケ浦古墳群 2、 次郎丸遺跡 I、 西新町遺

跡4、 西新町遺跡 5、 赤坂門跡、大原D遺跡群 1、 長峰遺跡2、 東那珂遺跡2、 那珂 16、

那珂遺跡 15、 入部 Ⅵ、博多 49、 博多 50、 博多 51、 博多 52、 博多 53、 箱崎遺跡4、 比

恵遺跡 13、 比恵遺跡群 (19)、 比恵遺跡群 (20)、 比恵遺跡群 (21)、 比恵遺跡群 (22)、

福岡外環状道路関係埋蔵文化財調査報告 -1-、 福岡市埋蔵文化財年報 Vol.9、

堀ノ内遺跡 1、 姪浜遺跡 2、 有田。小田部 第23集、有田・4ヽ田部 第24集、有田・小田

部第25集、有田・小田部第26集、立花寺 3、 立花寺 4

祇園町遺跡第2地点、小倉城跡 Ⅱ、相坂横穴群
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北九州市教育委員会



大野城市教育委員会

北九州市立考古博物館

九州歴史資料館

芦屋町歴史民俗資料館

福岡大学人文学部考古学研究室

r佐賀県 ィブJ
佐賀県教育委員会

【熊本J具  43J
人吉市教育委員会

熊本県立装飾古墳館

伏 分県  イイJ
犬飼町教育委員会

香々地町教育委員会

r宮 1帽,二具 45J
高岡町教育委員会

【鹿月J鳥1像具  46J
鹿児島県立埋蔵文化財センター

【個人・その他ガ

近藤義郎

間壁蔑子

全国埋蔵文化財法人連絡協議会

(株 )新入物往来社

(株 )風土社

牛頸塚原遺跡群、牛頸屏風田遺跡、小水城周辺遺跡 I、水城跡 I、 大野城市の文化

財 第27集。第28集

縄文と弥生の神と祈り

九州歴史資料館年報一平成7年度一、九歴だよりNo.3・ No.4

芦屋釜の図録、旧芦屋小学校跡遺跡、筑前金屋遺跡

五郎山古墳一第1次中間報告―

黒谷・水呑古墳群、東山田一本杉遺跡、内野山北窯跡、佐賀城跡、東名遺跡

史跡 人吉城跡Ⅶ

大分県の装飾古墳

下津尾遺跡

香々地町の遺跡 Ⅱ

橋山第1遺跡 (A・ B)地区、向屋敷遺跡、高岡町内遺跡Ⅵ

火ノ上山遺跡、牛之原遺跡、北薩・伊佐地区埋蔵文化財分布調査報告書 (V)

古代大和 第 H号、考古文集

一対の小像付装飾須恵器 (抜刷 )

全国埋文協会報 No.44～ No.46

歴史読本一出現 !幻の出雲王国―

岡山県風土記
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附編 1

i青願院裏山古蹟澳l量調査報告

藤 原 好 二

はじめに

行願院裏山古墳は、倉敷市西岡字西岡に所在する。従来、直径30mの 円墳西岡3号墳 として市の文

化財分布図に記載されていた(1)。 ところが1994年 2月 6日 に地元の山口晋子氏の案内で岡山大学名誉

教授近藤義郎氏が現地に足を運んだところ、前方後円墳であることが確認された (2)。 倉敷埋蔵文化

財センターでは、後日近藤先生とともに現地を踏査 し墳丘の略測をおこなったが、さらに本格的な測

量調査の必要性を指摘 された。

これを受けて、1996年 3月 5日 から約 1カ 月間、埋蔵文化財センター学芸員 (藤原好二。中野倫太郎・

片岡弘至)を 中心 として測量調査を実施 した。なお、標高の算出には倉敷市国土調査課の測量基準点

を使用 した。

古墳の位置

行願院裏山古墳は西の

高梁川と東の足守川に挟

まれた福山山塊の南端、

標高40mほ どの丘陵上に

築かれている。南にひろ

がる倉敷の平野部は、古

墳時代には海であったと

考えられている。東側に

は、浅原をへて清音村三

因方面に越える谷筋が入

り込む。さらに丘陵一つ

へだてた西坂付近はやや

広い入 り江になっていた

と考えられ、その北の水

分峠は国分寺などを望み

ながら総社平野につなが

るルー トである。この古

墳は瀬戸内海航路から総

社平野にし`たる要衝の地
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に立地 していると言える。

周辺には埴輪を伴う円墳が数基存在 し、西岡古墳群を形成している。同じ尾根のすぐ北側の標高42

mに は西岡4・ 5号墳が所在 し、4号墳からは家形埴輪片 も採集されている。西方、標高 15m程度の独

立丘上には西岡2号墳、さらに北西方向の丘陵先端部八幡神社裏山には西岡1号墳が存在 している。行

願院裏山古墳以外はすべて円墳 と考えられているが未調査なので実態は不明である。

墳 丘

本墳は前方部を南西に向ける前方後円墳 と推定されるが、墓地等により墳丘に著 しい改変を受け

ている。後円部には三十三ヵ所が祭 られてお り、周囲を参道がめぐっている。また南側は一見よく

残っているようにみえるが、墳端付近に石垣が築かれ、斜面も芝張 りによって段が削られてしまって

いる。南東部は行願院の本堂の裏側にあたり、削 り落とされている。

後円部の形態、特に各段の平坦面を比較的残すのは北東側である。墳端は北側では標高26m付近、

東側では標高25m付近と考えられ、後円部径は約55mと 推定される。一段 日の平坦面は標高29m付

近と考えられ、東側では道として利用されてお り、埴輪片、葺石がこの道上に散乱 している。二段 目

の平坦面は円筒埴輪2本が現位置で残っていたため、確認することができた。標高31m付近で、道と

して利用されている部分もある。

後円部墳頂平坦面は現状で径約20m。 後円部頂から北側墳端までの比高は現状で約7.5m、 東側墳

端までの比高は約8.5mである。墳頂部の西側には張 り出している部分があり、削平された土砂がお

しだされたものと考えられる。本来はもう少 し高かったのであろう。

後円部と前方部は寺の裏側に入る道によって切断されてしまってお り、くびれ部を確認すること

はできない。前方部側の切 り通し断面を観察する限りでは盛 り土部分は確認できず、花商岩風化土の

地山がみられるのみである。

前方部の墳端は全体が墓地による改変を受けているため、はっきりしない。特に北側は全 く削平さ

れてしまっている。南側は標高24.25m付近で平坦になる。また、西側の前方部端 も道路によって切

り落とされてお り、全長の測定を不可能としている。前方部頂 も墓地によつて削平されていると考え

られる。現状では標高28m、 前方部頂と後円部頂との比高は約 5.5mで ある。

以上のことから墳丘の現状での計測値をまとめると次のようになる。全長75m以上、後円部径約

55m、 高さ約 8.5m、 頂部平坦面径約20mと なる。前方部は長さ30m以上、高さ約4.Omで ある。また

推定主軸ライン上での後円部頂 と前方部の比高は5.5mで ある。

遺 物

遺物としては須恵器片1点 とコンテナ1箱分の埴輪が表面採集されている。これには山口氏および

近藤先生が採集 し、倉敷埋蔵文化財センターに寄贈いただいた資料 も含まれている。埴輪の散布は後

円部の東から北にかけてに多 くみられる。前方部でも少量が採集できた。これらの中には、一部に赤

色顔料を塗布 した痕跡を残すものもみられる。また、後円部段上には原位置を留める円筒埴輪基部が

2個体残ってお り、その直径は約 20 cmであった。

須恵器1は 前方部切断部において採集されたもので、甕の胴部と考えられる。古墳に伴 うかどうか
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は不明である。

埴輪は円筒埴輪の破片が大多数を占めるが、形象埴輪も若干認められる。これらは表面の風化の著

しいものが多いため、観察可能なもののみを紹介することとする。

2～ 10は 円筒埴輪である。外面調整はヨコハケである。ヨコハケの密度はlcmに 5本前後のもの (2・

4・ 8)と 、l cmに 9本前後のもの (5。 7)がある。8は ヨコハケに停止線を残す。1次調整のタテハケの

痕跡は2・ 5に 残っている。内面調整は10を 除くとナデである。5。 7で は特に縦方向のナデ痕跡が顕

著である。9の底部には指頭圧痕が顕著である。10は lcmに 10本のタテハケを施 している。ハケの工

釉 已ヽ

曇 ===刊等蒙
・ [■D3

＝

――

川 》運趙轟

脇

６

i軸

‐２

0             10cm
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具幅のわかるものは10の 内面のみで約 1.5 cmで ある。

タガは突出度が高 く、しっか りしてお り、形状はすべてM型である。5に は円形の透かし穴が認め

られるが直径は不明である。また直径は底部で約20cm程度に復元が可能で、これは元位置をとどめて

いた埴輪の直径 とも矛盾 しない。タガ部の破片はかろうじて30cm程度の径に復元できる。いずれも

焼成は良好だが、須恵質のものは見あたらず、黒斑のある個体 (3)が あることから野焼 きで焼成され

たものと考えられる。

11・ 12は朝顔形埴輪の肩部と考えられる。11の外面調整はlcmに 5本、内面調整はl cmに 6本のタテ

ハケである。12は外面は風化が著 しく不明だが、内面調整はナデである。タガ径33.8cmに 復元可能で

ある。

13は蓋形埴輪と考えられる。全体に風化が著 しいが、内面にかろうじてヨコハケ (4本/1cm)が認

められる。

14・ 15は 家形埴輪片 と考えられる。正確な部位は不明であるが、14は壁面あるいは柱の部分、15は

屋根の部分ではないだろうか。15は 内外面ともに風化が著 しい。

16は西岡4号墳で採集したものであり、参考として紹介した。家形埴輪と考えられ綾杉文を施して

いる。内面には工具当て痕跡 も認められる。

まとめにかえて

今回の測量調査で、行願院裏山古墳は全長75m以上、後円部径約55m、 高さ約 8.5mと 、後円部の

みの規模でも直径50m以上あることが判明した。墳丘の変形が著 しく、現状では十分な検討を行いが

たいのは残念だが、倉敷市内で確認されている数基の前方後円墳をその体積比で優に上回つている。

これだけの古墳がこれまでそれほど注目されなかったのは意外である。

築造時期は埴輪の検討によるしかないが、害窯焼成品を含まないこと、タガの突出度も大きくしつ

か りしていることなどから、川西編年のⅡ期かⅢ期に該当すると考えられる(3)。 また、前述のとお り

本墳は海を望んだ丘陵に立地 している。東側の谷筋は可耕地として利用されていたと考えられるが、

全長75m以上の前方後円墳を築いた集団の基盤としてははかなり狭小である。さらに東の山を一つ

隔てた西坂地区には、陶質土器を出土 した菅生小学校裏山遺跡 (4)が所在 し、この付近が総社平野を

中心とした吉備中枢の海の玄関にあたることがわかる。

このようにみて くると、やはり本墳 も玉島の天工山古墳 (5)な どと同様、瀬戸内の海上交通に関係

した前半期古墳のひとつであるといえる。

最後になりましたが、本古墳が前方後円墳であることを確認 し、測量を勧めてくださった近藤義郎

先生には当初より種々のご指導。ご教示をいただき大変お世話になりました。また、古墳の所在する

土地所有者である行願院住職林孝祥氏には測量を快 くご承諾いただきました。末筆ながら記 して感

謝の意を表 します。

5θ



註 (1)『倉敷市文化財分布図』倉敷市教育委員会 1975

(2)永 山卯三郎『倉敷市史』第一冊には次の一文が確認できる。

「B西岡ノ古墳 (前方後円式)

西岡行願院ノ本堂ノ後方丘陵旧形ヲ留ムルコト完全ナラザレドモ前方後円式ノモノニシテ東面

セルモノノ如シ～中略～丘腹ヨリ埴輪円筒ノ破片ヲ出ス」

(3)川西宏幸「円筒埴輪総論」『考古学雑誌』第 64巻第 2・ 4号 1978/79

(4)「菅生小学校裏山遺跡」『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 81』 岡山県教育委員会 1993

(5)間壁忠彦「沿岸古墳と海上の道」F古代の日本』4角川書店 1970
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採集遺物観察表

番
号 部位 法量 (cm)

調整
禽目。じ密D 色 調  外面

内面 備 考

1 胴部
平行 タタキ

同心円タタキ

N4/   灰色

7.5Y5/1 灰色

2 段 部
タテハケ (5)後 ヨコハケ (5) 10YR6/4 にぶい黄橙色

10YR6/4 にぶい黄橙色
赤色顔料塗布痕跡有り

3 タガ部
ヨコハケ

ナデ

2.5YR7/4 浅黄色

2.5YR7/4 浅黄色

有黒斑

赤色顔料塗布痕跡有り

4 タガ部
ヨコハケ (5)

ナデ

10YR3/4 浅黄橙色

10YR8/4 浅黄橙色

5 タガ部 タガ径 32.4
タテハケ (10)後 ヨコハケ (8)

ナデ

7.5YR6/4 にぶい橙色

7.5YR5/4 にぶい橙色

6 タガ部 タガ径 32.4
ヨコハケ

ナデ

10YR6/4 にぶい黄橙色

10YR6/4 にぶい黄橙色

7 タガ部 タガ径  30。6
ヨコハケ (8)

ナデ

7。5YR6/6 橙色

7.5YR7/6 橙色

8 底部 庭豊雀登 20.0
ヨコハケ (6)

ヨコナデ

7.5YR6/6 橙色

7.5YR7/4 にぶい橙色

9 底部 底径 20.0
ナデ

10YR7/6 明黄褐色

10YR7/6 明黄褐色

10 底部
タテハケ (9)

10YR7/6 明黄褐色

10YR7/3 にぶい黄橙色

肩部
タテハケ (5)

タテハケ (6)

10YR7/4 にぶい黄橙色

10YR7/4 にぶい黄橙色

有黒斑

赤色顔料塗布痕跡有り

12 肩部 タガ径 33.8
ユビナデ

5YR5/8 明赤褐色

5YR7/6 橙色

13 蓋 最大径 24。9
ヨコハケ (4)

7.5YR6/6 にぶい橙色

7.5YR6/6 にぶい橙色

14 家形
ナ デ 10YR7/6 明黄褐色

10YR7/6 明黄褐色
赤色顔料塗布痕跡有り

15 家形
2.5YR6/6 橙色

7.5YR7/6 橙色

16 家形
ナデ

ナデ

10YR7/3 にぶい黄橙色

10YR7/6 明黄褐色
西岡4号墳採集

(色調は『新版標準土色帳』1995年後期版による)



附編 2

申山頼夫氏寄月曽の考鰭 料

福 本 明

今回、平成9年 2月 24日 付けで寄贈を受けた資料は、倉敷市乙島在住の中山頼夫氏が長年にわたり、

倉敷市玉島地区一帯の遺跡を踏査した際に採集された資料が中心となっている。

資料の採集地は全151地点、資料総数は細片も含めて3,500点 にも及ぶ。このうち玉島地区での採集

地点は86地点あり、周辺の金光町・鴨方町・船穂町・真備町。矢掛町をはじめ、広島県・奈良県等の資

料も含まれている。

採集資料については、個々に採集地点、採集年月日が記されているほか、特|に 玉島地区周辺の遺跡

については記録台帳が作成されており、位置図、採集した状況、遺跡についての所見等が詳細に記録

されている。この記録によれば、すでに昭和46年頃から踏査が続けられていたことがわかる。また資

料の中では、玉島地区の地域性もあり、サヌカイト製品が多くみられるほか、縄文土器・亀山焼等も

多く含まれている。これらは、あくまでも表面採集資料であるので、細片が多いのは否めないが、出

土位置や状況等が詳細に記録されている点において、学術的資料としてのみならず文化財保護の資料

としても大変価値の高いものとなつている。

以下に今回寄贈を受けた資料の一覧表を掲げ、中山頼夫氏に感謝の意を表します。

採 集 地 (遺跡名) 資 料 内 訳

玉島長尾 長尾神社南遺跡

玉島道越 畑之前遺跡

玉島黒崎 岩谷東丘陵

玉島道口 さくら池西150mの麓

玉島道口 矢頭の東畦

玉島道口 雁ケ谷下池東畦遺跡

玉島道口 池の内大木池北方の畑

玉島富 平松遺跡

玉島道口 大山古墳丘陵の北方

玉島富 ジヨウゴナル遺跡

玉島富 猪原西丘陵上

玉島富 二段田

玉島富 原改市遺跡

サヌカイト剥片2点、須恵質土器片 1点、製塩土器片7点、亀山焼甕片 1点、中世

土鍋片 1点、土師質椀 1点、備前焼小皿1点、時期不明土器片2点、獣骨片 1点

縄文土器片 1点、土師器片75点、須恵器片32点、製塩土器44点、土師質土器片2

点、亀山焼片9点、獣骨2点

サヌカイト剥片7点

サヌカイト石鏃2点、サヌカイ ト剥片64点、弥生土器片 15点 t土師器片3点、須

恵器片6点、亀山焼片 1点 瓦片 L点、チヤー ト質石片 1点

サヌカイト剥片 16点 、サヌカイト石鏃 1点、弥生土器片 3点、須恵器片2点

石鏃片 1点

サヌカイト剥片 16点 、サヌカイト石鏃 1点

サヌカイト石鏃7点、サヌカイトスクレイパー2点、サヌカイト尖頭器 1点、サヌ

カイ ト石包丁4点、サヌカイト剥片410点、弥生土器片4点、須恵器片2点、中世

土器片 16点、鉄滓状遺物、チヤー ト質石片2点

サヌカイト石鏃2点

弥生土器片4点

土師質土器片 1点

土師器片2点、土師質土器片5点、亀山焼 4点

サヌカイトスクレイパー1点、弥生土器片3点、土師質土器片2点、須恵器片3点、

52



玉島道口 均

金光町 八重山南端野立所

金光町 八重山北

新幹線 トンネル西日上丘陵

唐津池北 西丘陵

玉島道口 唐津池周辺

玉島道口 法連谷南支峡

玉島上成

吉浦丘陵頂上水道タンク周辺

金光町 下竹地迫池南丘陵

金光町 上竹代官屋敷

金光町 下竹久文明

金光町 下竹門石池東 平ル

金光町 大下竹寺尾

金光町 下竹みなとばし東

金光町 下竹

園崎部落西方微高地デルタ

矢掛町 中芋岡山丘陵

東池敷地と南の田

玉島富田地区

富田小学校西道口川底

玉島道口 岸本

玉島八島 島地貝塚

玉島道口 山の神神社西遺跡

玉島道口 大木池敷地

金光町 金光学園東道木と福永の境

小田郡矢掛町 三成

玉島中潟

亀山系土器片7点

サヌカイト剥片19点、土師質土器片8点、亀山焼片4点、チャート質石片 l点

サヌカイトナイフ形石器3点tサヌカイト尖頭器2点、サヌカイト石鏃 1点、サヌ

カイト剥片22点、弥生土器片5点、土錘 1点、中世土器片 1点、チャー ト質石片

1点

サヌカイトナイフ形石器1点、サヌカイトスクレイパー2点、サヌカイト剥片9点、

須恵器片4点、土師質土器片 14点

サヌカイトナイフ形石器 1点、サメカイト石鏃1点、サヌカイト剥片 149点 、弥生

土器片8点、磁器片2点

サヌカイト石鎌 1点、サヌカイト石錐 1点、サヌカイト石鏃3点、サヌカイトスク

レイパー1点、サヌカイト剥片23点、須恵器7点、土師質土器片 14点

サヌカイト石鏃5点、サヌカイトllJ片 1点、弥生土器片 1点

土師質土器片2点

サヌカイト石鏃4点、サヌカイト剥片6点、弥生土器片2点

サヌカイト石鏃31点、サヌカイトスクレイパー1点、サヌカイト剥片10点、弥生

土器片9点、須恵器片9点、土師質土器片 L点、石斧状礫 1点

サヌカイト石鏃3点

サヌカイト石鏃12点、サヌカイト■ll片43点、縄文土器片 1点、須恵器土器片l点、

土師質土器片 10点 、近世陶器片2点

サヌカイト石鏃8点、サヌカイトスクレイパー1点、サヌカイト細石核2点、サヌ

カイト剥片8点、弥生土器片 1点 t須恵器片2点 ti土師質土器片2点、亀山系土器

片 1点、チヤート質石片 1点

サヌカイト石鏃24点、サヌカイトスクレイパー1点、サヌカイト石匙 1点、サヌ

カイト剥片 17点 、縄文土器片4点、土師質土器片3点、円礫2点、チャート質石

片2点

サヌカイト石鏃9点、サヌカイト剥片 12点 、縄文土器片 1点、土師器片8点、須

恵器片6点、土師質土器片9点、備前焼片1点、製塩土器片2点、磁器片2点、チャー

ト質スクレイパー1点

サヌカイト剥片1点、須恵質土器片 1点

サヌカイト細石刃1点、サヌカイトlll片 20点、縄文土器片72点、弥生土器片7点、

土師器片2点、須恵器片13点 、亀山焼片5点、土師質土器片82点、瓦器片 1点、大

原焼片2点、近世磁器片3点、近世陶器片3点、鉄津1点、獣歯 1点、乾隆通宝 1点

サヌカイト石鏃3点、サヌカイトスクレイパー1点、サヌカイト細石刃 1点、サヌ

カイト尖頭器1点、サヌカイト母岩1点、サヌカイト剥片 13点、縄文土器片18点、

すり石状円礫 1点、製塩土器片3点、土師器片40点、瓦器片 1点、土師質土器片

1点、近世陶器片4点、チャート質石片2点

サヌカイト石鏃3点、サヌカイト尖頭器2点、サヌカイトスクレイパー2点、サヌ

カイト剥片12点、縄文土器片26点、製塩土器20点、亀山焼片1点、中世土錘1点、

土師器204点、須恵器片6点、土師質土器片6点、備前小皿6点、近世陶器片2点、

獣骨 1点、チヤート質石片2点

サヌカイト石鏃5点、サヌカイト剥片2点、縄文土器5点 中世土師質土器片 1点

サヌカイト石鏃5点、サヌカイト石匙 1点、サヌカイトスクレイパニ1点、サヌカ

イト剥片3点、中世土師質土器片8点

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイトスクレイパー1点、サヌカイト剥片2点、縄文土

器片2点、須恵器片7点、亀山系土器片5点、土師質土器片39点、近世瓦片 1点、

近世陶器片5点、土錘片 1点

サヌカイト剥片6点、弥生土器片22点、須恵器7点、土師質土器 18点

サヌカイト石鏃 1点、縄文土器片5点、製塩土器3点、土師器片27点、土錘2点
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玉島乙島方の谷の切貫の北畝上

真備町尾崎 柳ケ坪

鴨方町 上名口

金光町 上竹阿坂

玉島島地三本松埋土 玉島寮南埋土

玉島富 八幡山公園

玉島富

鴨方町 土井谷

玉島道口 安井道入回の西北の田

月の本部落南

玉島八島 亀山

陶 奥谷

玉島黒崎屋守 中津貝塚

浅口郡船穂町里木

笠岡市 神島東村天神

矢部鯉喰神社 と上東

玉島富 高戸池内

玉島富 栗山谷

玉島富 中田

玉島富 高丸ゴオラ山東近

玉島道口 友田

玉島富 畦ヶ市

玉島富 東谷

玉島富 さくら窯跡

玉島富 高丸ゴオラ山 観音坊遺跡

玉島富 奥谷池内畑石垣の中

玉島富西 金富神社下

玉島富 花土渡 り

玉島富 中山

玉島富 松山

玉島富部落から

池畝部落へ通ずる道の北

玉島富 谷ケ市

玉島富 土垣根

玉島富 細工山

玉島富

玉島富 新池内

玉島 花土 庄屋

増原地の西の丘の頂上

増原地の奥山の西の丘

玉島道口 原

玉島八島 天王山古墳

玉島黒崎 西元浜貝塚

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイト剥片4点、土師質土器3点、寛永通宝 1点、チヤー

ト質石片 1点、金属製品1点

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイト石錘 1点

土師質土管 1点

サヌカイトスクレイパー3点、サヌカイト剥片 15点 、縄文土器片9点、弥生土器

片 13点 、土師器片25点、須恵器片 H点、須恵質土器片4点、亀山焼片2点、土師

質土器片26点、備前焼片 1点、近世陶器片 1点、チャー ト質石片4点

サヌカイトナイフ形石器 1点

サヌカイト剥片2点、弥生土器片 1点、中世土師質土器片4点

亀山焼片 16点、大原焼片 1点、近世陶器片 2点

弥生土器片 2点、土師質土器片3点

サヌカイト剥片3点、土師器片2点、須恵器片 1点、チャー ト質石片 1点

サヌカイト剥片 1点、製塩土器片28点、土師質土器片3点

亀山焼丸瓦片 1点

須恵器片 1点、亀山焼片 3点、土師質土器片2点、縄 目叩瓦 1点

サヌカイト石鏃22点、サヌカイト尖頭器2点、サヌカイトスクレイパー 1点、サ

ヌカイ ト石匙 1点、サヌカイト剥片39点、縄文土器片23点、凹石 1点、スリ石状

円礫 1点、土師器2点、須恵器片 1点、土師質土器片7点、近世磁器片3点、土製

おはじき1点、獣骨片 1点、チヤー ト質石片7点、土錘5点

サヌカイト剥片 1点

製塩土器6点、サヌカイト剥片1点

サヌカイト石鏃 1点、弥生土器片3点、土師質土器片 1点、近世陶器片 1点

須恵器片 1点、須恵質土器片4点、中世土師質土器片85点、中世土師質瓦片2点、

近世磁器片5点

亀山焼片 8点、中世土師質土器片 1点

土師質土器片 2点、亀山焼片2点

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイト剥片226点

土師質土器片6点、亀山焼片 1点

サヌカイト景J片 1点

亀山焼片4点、サヌカイ ト1点

須恵器片5点、獣歯 1点

サヌカイト剥片 1点、弥生土器片5点、亀山土器片7点、土師質土器片21点

亀山焼片 1点

中世土師質土器片 2点、亀山焼片 1点

土師質土器片5点

亀山焼片 1点

亀山焼片3点

近世陶器片 2点

近世土師質土鍋片 1点

亀山焼片 1点

土師質土器片2点

亀山焼片2点

土師器片 1点

亀山系土器片 1点

縄文土器片 1点、ハイガイ3点

土師質土器片 2点、チヤー ト質石片 1点

サヌカイト剥片 1点

須恵器片 1点、亀山系土器片 1点

サヌカイ ト剥片 5点、サヌカイ ト尖頭器 1点、サヌカイ ト石鏃2点、土師質土器
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玉島八島 亀山

玉島 公会堂屋敷llL

玉島柏島 満所

玉島柏島 良寛荘東北畦上

玉島柏島 煙草乾燥場

玉島柏島 平尾部落の南

玉島柏島 石槌山南中腹

玉島勇崎 西浦埋立地

玉島乙島 山の神

玉島陶 寒田

玉島道口 河原

玉島道口 川原東

玉島道口 上郷潮ケ鼻

玉島道口 大山古墳

玉島道口 竹坂池

玉島道口 竹坂東池

玉島道口 上郷

玉島長尾 善昌寺貝塚

玉島道口 月の本古墳

玉島道越 西

玉島爪崎

玉島柏島 円通寺北畦

玉島長尾 長尾小学校裏の丘

玉島道越 河原池尻

玉島道口 さくら須恵器窯跡

玉島富 新池西山頂

玉島八島 亀山

宗沢節雄先生資料

庄 矢部

庄 山地 若宮神社東遺跡

庄 日畑 岩倉神社

粒江 船元貝塚

粒江 磯の森貝塚

酒津

西岡荘の丘

金光町 下竹 竹小学校西

金光町 金光学園の北

金光町 八重山

金光町 占見

金光町 上竹阿坂 西之坊

金光町 上竹 松本沖

金光町 上竹 松本

金光町 佐方長津

金光町 上竹 野口原

金光町 地頭下 小三宅

金光町 香取東谷

片、縄文土器片、獣骨片 1点、亀山焼片4点、近世陶器片2点、チャー ト質石片 2

占

ハイガイ2点、土師質土器片4点、近世陶器片2点

縄文土器片 1点

チヤー ト石鏃 1点

土師質土器片 1点、サヌカイ ト剥片2点、チャー ト質石片4点

亀山焼 2点、レイシ貝 1`点

サヌカイト剥片 1点

サヌカイト剥片 1点、土師質土器片3点、チャー ト質石片2点

須恵質土器片 1点、土師質土器片 1点

亀山焼片4点

須恵器片6点、窯体片 1点

サヌカイト剥片 12点、弥生土器片23点 、須恵器 1点、土師質土器片 17点

須恵器片3点、土師質土器片 1点、近世陶器片 1点

サヌカイト剥片35点、須恵器片6点、土師質土器片5点、備前焼片 1点

須恵器片 1点、近世陶器片 1点、円筒埴輪片 1点

サヌカイト剥片 1点、須恵器片 1点

サヌカイト剥片 1点、須恵器片2点

須恵器片 1点

亀山焼片 1点、土師質土器片2点、近世陶器片3点

須恵器片 1点、亀山焼片 1点、土師質土器片 1点、近世陶器片 1点

サヌカイト剥片 1点、土師質土器片9点

亀山焼片2点、土師質土器片 2点

サヌカイ ト石鏃 1点

高師小僧1点

ハイガイ4点

須恵器片 1点

弥生土器片8点

亀山山焼片 12点、土師質土器片2点

サヌカイト剥片 1点、縄文土器片26点、獣骨片 1点、チャー ト質石片 1点

製塩土器片 1点、土師器片 12点

須恵器片6点

亀山焼片 1点

サヌカイト剥片 10点

サヌカイト剥片 1点、縄文土器片 1点

土師器片 1点、土師質土器片 1点

布目平瓦 1点、九瓦 1点

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイト剥片9点、土師器片2点、須恵器片 1点、土師質

土器片9点、青磁片 1点、チャー ト質石片 1点

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイト剥片 1点、須恵器片 1点、土師質土器片22点、近

世陶器片3点

サヌカイト景J片 24点 、土器小片 1点

獣状土製品2点

弥生土器片 1点

サヌカイト剥片 1点、土師質土器片6点

サヌカイ ト剥片2点、須恵器片 1点、土師質土器片3点

サヌカイト剥片2点、土師器片2点、チャー ト質石片 1点

土師質土器片4点

土師質土器片3点

須恵器片 L点、土師質土器片 1点、近世陶器片2点
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鴨方町 日吉神社境内

鴨方町 益坂

鳴方町 六条院東 四条羅

鴨方町 本庄

鴨方町 中山墓地

鴨方町 鴨方

鳴方町 小坂杉谷

鴨方町 本庄光林坊

真備町 妹

矢掛町 横谷長谷

矢掛町 西三成 上大溝

矢掛町 里山田 法泉谷

矢掛町 横谷

里庄町 里見松尾

船穂町 涼松貝塚

笠岡市 高島 黒土

笠岡市 高島 王泊

笠岡市 津雲貝塚

笠岡市 神島瀬戸

総社市 溝手 加夜寺跡

岡山市 足守播邸

岡山市 吉備津納所 新邸貝塚

福山市 草戸千軒町遺跡

広島県 神辺町 八尋氏神社

奈良県 天理市 天理教本部

奈良県 大和郡山市 郡山城跡

須恵器片2点、布目瓦 1点

サヌカイト石鏃1点、サヌカイト剥片1点、土師質土器片3点

サヌカイト石鏃1点、サヌカイト剥片2点 t.須恵器片2点、_土師質土器片6点

チャート質石片2点

サヌカイト剥片 1点、須恵器片 1点、土師質土器片 1点、近世陶器片2点

弥生土器片2点、土師質土器片 1点

弥生土器片3点

亀山焼片1点

須恵器片3点、土師器5点

サヌカイト剥片 1点、弥生土器片 1点、須恵器片5点、土師質土器片6点、近世陶

器片 1点

サヌカイト石鏃 1点

サヌカイト剥片 1点、弥生土器片4点、須恵器片2点

サヌカイト剥片2点t須恵器片2点、亀山焼片3点、土師質土器片4点、近世陶器

片2点

土師器片7点、須恵器片 1点、近世陶器片 1点

サヌカイト剥片19点、縄文土器片 1点、須恵器片3点、備前焼片 1点

縄文土器片 1点、製塩土器8点、土師器片2点

土錘 1点、チャート質石片 1点

サヌカイト石鏃 1点、縄文土器片6点、土師器片 L点

土錘 1点

平瓦片 1点

サヌカイト剥片 1点

弥生土器片 1点、土師質土器片2点

土師器片2点、須恵器片 1点、土師質土器片4点、獣骨片 1点

土師器片2点、須恵器片5点、土師質土器片3点

サヌカイト石鏃 1点、サヌカイト剥片5点、土師器片54点、須恵器片26点、瓦質

土器片 1点、土師質土器片 1点

土師器片2点、須恵器片4点、近世陶器片 1点、土師質土器片2点
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