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大阪湾上空から芦屋市街地や六甲山地束南麓をのぞむ 芦屋市広報課撮影・提供（平成 14年）

ヽ

琶冒璽創

東方上空から岩園町 ・六麓荘町付近を俯諏する 芦屋市広報課撮影・提供（平成5年）

図版 1



調査地遠景（北東から）中央が発掘現場。遠方に湾岸線とシーサイドタウンがみえる。

調査地還景（南西から）中央が発掘現場。遠方に六甲山地前山が連なる。

図版2



図版3



谷1右岸上方斜面より A地区全域を望む（梅原章一氏撮影）

図版4
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A地区谷 1 石切丁場検出状況（梅原章一氏撮影）
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A地区谷 1 沢地一帯に広がる元和～寛永期の石切丁場（梅原章一氏撮影）

図版5



図版 6



C地区本調査皿区 91・92・112号石材 ・刻印石近景（梅原章一氏撮影）

図版 7
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図版 8

s C'・ ダこ疇
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: ..、"--:C◄
内心
苓翌.-.

、きダ
乞：;.,~-・ A・D地区谷 l調査前の状況（西から）

-s -4」搬入盛土・伐採木が谷全体を覆い、転石

が散見される。谷頭から西宮市老松町方面

を望む。この谷には石切丁場を予想して、

-..,_-,1発掘に挑む。

C地区谷2遠景（南東から）
谷 2右岸を縦断する第 20地点① トレンチ

を手前中央に見据え、後背に六甲山地前山

南東麓を望む。石切T場が活動していた元

和～寛永期の江戸時代初めには、石材がゴ

ロゴロ見えていた光景だったかもしれない。

B地区遠景（北から）
第 14・21地点付近に相当し、右手側に数

mの盛士が搬入されている。この地区での

確認調査は造成上が厚く、現地表に達する

まで重機を用いて掘削した。
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A地区調査開始直後の遠景（南から）

B

再
p

内呂

A地区谷 1左岸部の状況（南東から）
重機搬入路の造成と伐採木の搬出。本遺

跡の発掘には、重機を駆使したが、その車

路の確保やトレンチ設定場所に相当苦慮し

た。発掘調査を開始した頃。

A地区谷 1の石材検出状況（東から）
谷底から聘しい量の矢穴痕を持つ石材・

未加工巨礫が検出された。谷丁場の出現で

ある。当時の石切丁場の活発な採石活動を

想像しつつ、発掘を進める。

図版 9



図版 10

C地区第 15地点発掘調査前の旧状

（南から）

造成土の進出はこの付近で止まっており、

耕作地には草が生え、ほぽ旧地形を保って

いた。写真遠景の山々に特徴的な甲山の姿

がみえる。（中央右寄り）

C地区第 16地点束半発掘調査前の旧状

（北から）

確認調査のトレンチを入れる前の状況。

この台地面でも刻印石や割石が多数出土す

ることになる。休耕してから歳月が経ち、

草地が広がっていた。

C地区第 16地点西半発掘調査前の旧状

（北から）

岩園神社境内に近く、「岩ヶ平遺跡」に伴

う遺物の散布がみられた地区。 トレンチ設

定前のようす。中段の写真より 一段高い耕

作面。確認トレンチは 2本設定した。
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