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第２章　鹿田遺跡の調査研究

第１節　発掘調査の概要

１．鹿田遺跡第18次調査（医学部附属病院中央診療棟建設関連工事、
 鹿田BT13～BY20区、CG～CI９・10区、CM～CN９・10区、CO10・11区）

　 　

調査期間　2007（平成19）年10月10日～2008（平成20）年３月14日

ａ地点（中央診療棟建設地）：2007年10月10日～2008年３月14日

ｂ地点（防火水槽設置地点）：2007年10月16日～2007年11月１日

ｃ地点（用水路改修地点）　：2007年12月27日～2008年１月16日

調査担当　　ａ地点：山本悦世（主任）・岩﨑志保、池田晋（12月から）

ｂ地点：光本　順

ｃ地点：野崎貴博

調査面積　　ａ地点：872.16㎡、ｂ地点：43.2㎡、ｃ地点：56㎡

遺構・遺物

　【遺構】　　ａ地点： 土坑59基（井戸26基、土坑24基、野壺９基）、溝29条、柱穴399基、土器集中箇所

４カ所、焼土集中箇所１カ所

ｂ地点：井戸１基、土坑１基、入り江状遺構、護岸施設、杭、

ｃ地点：土坑１基、溝３、道路状遺構

　【遺物】　　ａ地点： 土器類（弥生後期～古墳時代初頭、古代後半～中・近世）、木製品（井戸枠材、箸、

不明飾り木製品、下駄、漆塗り椀など）、石製品（五輪塔の一部、砥石ほか）、そ

の他（桃核、ウシ肩胛骨など）

ｂ地点：土器類（古代後半～中・近世）、木製品（杭ほか）

ｃ地点：土器類（弥生時代～中世） 総合計188箱/１箱約28㍑

その他　　　ａ地点（中央診療棟建設地点）において現地説明会を開催：2008（平成20）年２月23日

 見学者数97名

　 　

Ａ．全体の概要
⑴　調査地点の位置
　岡山大学鹿田地区の東南部に位置する。調査地点はａ～ｃ地点の３箇所に分散する（図15）。周囲には、第２

次調査地点、第10・11・14次調査地点が点在する。

　ａ地点はかつて医学部附属病院の厨房棟が建っていた地点である（図15－18a地点）。鹿田地区に設置した構内

座標では、BT13区～BY20区にあたる。ｂ地点は鹿田地区の東入口付近にあたり、ａ地点の南東方向約45ｍに位

置する。鹿田地区構内座標CG～CI９・10区である。ｃ地点はｂ地点から南約30ｍに位置する。用水路脇の道路

部分である。鹿田地区構内座標CM～CN９・10区、CO10・11区である。
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⑵　調査の成果
　調査成果としては以下の３点にまとめられる。

　①弥生時代～古墳時代初頭の鹿田地区における中心的微高地の端部付

近の状況を確認した。

　②古代後半期における居住域の東側への広がりが鹿田地区の東側に求

められる点、古代後半～中世前半期における屋敷地の区画とその推移が、

鹿田地区全域を対象としたものであった点について、従来の予察を補強

した。

　③近世では、中世末まで継続した居住域が耕作地に転じたのち、近世

後半に再び土地造成が行われ、ａ地点（厨房跡地）は居住域として、ｂ

地点（防火水槽）は船着き場として利用された可能性が求められた点は

新たな知見として注目される。

Ｂ．中央診療棟建設地（旧厨房跡地）：18ａ地点
⑴　調査地点の位置
　ａ地点は鹿田キャンパスの東端部付近に位置する（図15－18a地点）。

北側に中央診療棟を挟んでＮＭＲ－ＣＴ室（第２次調査地点）さらに、

北西部に外来診療棟（第１次調査地点）、南側には病棟（第11次・14次調査）

が建てられている。

　鹿田地区に設置した構内座標では、BT13区～BY20区にあたる。

⑵　調査に至る経緯と経過
調査に至る経緯

　2005（平成17）年度末に、岡山大学医学部附属病院中央診療棟改築に伴う一連の工事実施予定が示された。本

工事対象地は、コンクリート１階建ての建造物である厨房棟が位置する地点であり、当初は2000㎡を超える範囲

が予定された。2006（平成18）年度に入り、対象地を２期に分割して対応する計画へと変更となり、最終的には

2007（平成19）年度に１期分872.2㎡の面積を調査することとなった。

　それを受けて、岡山大学埋蔵文化財調査研究センターでは、当該地における埋蔵文化財に関する調査計画の検

討に入った。当該地周辺では、北側で第１・２次調査（外来診療棟・ＮＭＲ－ＣＴ室）、南側では第14次調査（病

棟）が既に実施されており、弥生時代～中世・近世の時期に属する遺構・遺物の広がりが予想された。また、既

存建物の基礎構造からは、広範囲におよぶ深い撹乱部が形成されていることが危惧されることとなり、これ以上

の遺跡破壊はできるだけ回避すべきであることが望まれた。このように、当地点の埋蔵文化財の残存状況につい

ては、既存の発掘成果から一定の予測を得ることは十分に可能であり、こうした点から、遺跡確認を目的とした

試掘・確認調査は行わないこととした。既存の発掘調査の成果を基礎に、本地点における発掘調査試算を行った

結果、調査員２名で約5.5ヶ月の発掘調査期間が設定された。

調査の経過

　2007年９月13日から表土掘削を開始した。調査員１名が常時立ち会い、表土および撹乱土掘削のほか既存の建

物基礎の撤去を進め、その大半の除去作業を同10月９日に終了した。その中には、鹿田キャンパスに医科大学が

設置された頃の主配管や木造建物基礎あるいは昭和期に建設された厨房棟の基礎が含まれており、その除去に

よって、１～２ｍの幅で基盤層に達するような深い掘削溝や撹乱穴が、調査対象地を碁盤の目のように切り刻む

図15　第18次調査地点（縮尺１/2,500）
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こととなった。特に、近世～中世の包含層は、約５ｍ×３ｍ以下の大きさとなった島状の高まりとして、約30箇

所に残存するという状態となった（図18）。大規模な撹乱による破壊を免れた部分では、近代層以下の土層が良

好に残っていた。一方、深い撹乱部は弥生時代の基盤層にまで破壊がおよぶことが予想された。ただしその後、

弥生時代～古墳時代初頭の包含層が大規模な撹乱部においても、想定以上に広い範囲で残っていることが判明す

ることとなる。

　発掘調査は2007年（平成19年）10月10日から開始した。撹乱部分の清掃終了後、発掘調査開始段階の全景写真

を撮影した。写真撮影後、近代土層下面の近世面を検出する作業を進め、同面の精査から近代・近世の遺構の検

出を試みた。近代では、溝・大形の土坑そして耕作地形成に伴うと判断される地形の落ちなどを検出した。これ

らの遺構は、多くの撹乱溝によって細かく分断されていたため、直接につながりを確定することは困難な場合が

多く、埋土の特徴を手がかりに調査を進めた。近世土層の検出に入ると、調査区中央部付近において、非常にレ

ベルの高い位置に中世土器を多量に包含する土層の広がりを確認した。一部では炭化物の分布を伴っていた。本

土層に関しては、当初、包含される遺物の時期から近世層はなく中世層の高まりではないかと考えられ、同面で

検出される大形の柱穴や井戸で構成される中世の集落の存在が期待された。しかし、同土層下面に近世遺構が検

出されたことになり、改めて検討した結果、同土層は近世段階に形成された造成土的な性格を有する土層であり、

少なくとも二時期におよぶ近世の集落の存在が判明した。

　こうした調査の進行とあわせて、撹乱下部の清掃を進める中で大形の遺構が次々と検出されていった。これら

は本来所属すべき土層とは分離しているため、その調査時期が問題となったが、各遺構の所属時期も確定できな

いことから、随時、調査を行うこととし、全体の写真撮影については、検出層位ごとではなく、近世～古代末の

遺構をまとめた状態で撮影することとした。同時期の遺構としては、土坑・井戸・溝・ピット（柱穴）が検出さ

れた。

　古代後半～近世・近代の遺構の調査を終了したのを受けて、２月23日に現地説明会を開催した。97名の見学者

があった。

　包含層の掘り下げが進行し、古代後半に属する遺構の調査終了段階には、撹乱溝等による大きな段差は姿を消

し、弥生時代後期～古墳時代初頭の遺物が点々と散在的に出土し始めた。調査区南側には数条の溝、さらに、井

戸がそれに重複するように検出された。同西側では、当時の微高地の斜面部に遺物の集中も認められることとなっ

た。弥生時代後期の遺構の調査あるいは遺物の取り上げ後、全景写真を撮影した。その後、最終確認のために、

必要な箇所について基盤層以下にまで掘り下げを行い、３月14日に発掘調査を終了した。３月17日に、調査区壁

面の土層記録などの補測を行い、全ての作業を終えた。

⑶　調査概要
ａ．層序と地形
層序（図16）

　本地点では、1922年（大正11年）に医科大学が本地点に建設されて以後現在に至る間の表土層を構成する１層

の下面から、近代、近世、中世～古代後半、古墳時代前期～弥生時代後期に属する各土層、そして弥生時代の基

盤土層が堆積する。各土層の特徴をまとめよう。

１層：鹿田地区に医科大学が建設された段階から現在に至るまでの堆積土を一括し、同区を厚く覆う表土層を指

す。造成土あるいは配管・基礎工事の埋め土などを含む。厚さ１ｍ前後を測り、現地表面にあたる上面は標高約

2.3ｍに位置する。

２層：近代の堆積土層である。灰色粘土層あるいは灰色砂混粘土層を呈する。上面は標高1.8～1.9ｍに位置する。

均質性に欠ける土層であり、その混入度によって細分が可能な場合も認められる。ただし、１層による削平など
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により、全域に確認されるものではなかった。

３層：灰色粘質土で、近代の耕作土と考えられる。全体に均質性が高い。上面の高さは標高1.6～1.65ｍを中心と

するが、調査区の中央部から南側にかけては標高1.85ｍ前後まで上昇し、その高低差は約20㎝を測る。層の厚さ

も全体的に20㎝程度が確認されている。こうした高低差には、前段階（４層段階）の地形が踏襲されていること

が予想される。

４層：近世に属する土層である。灰褐色粘質土を基本とし、大きくは上層（ａ層）と下層（ｂ層）に分層される。

　ａ層は灰褐色粘質土あるいは砂質土である。おおむね近世後半に属すると考えている。上面の高さは、標高1.7

～1.8ｍ（高位部）と標高1.4～1.55ｍ（低位部）に広がりが確認される。前者は、15ライン～20ライン付近の範囲で、

さらにBUラインとBYラインの間という範囲に、方形に近い広がりが予想される。下面は標高1.55～1.6ｍに位置

する。堆積土は２～３層に細分される部分が多く、それぞれが遺構面を形成する。埋土には土器の細片が多く含

まれ、炭化物の包含も珍しくない。さらに、こうした包含物が土層内に均質に含まれる点も注目される。こうし

た土層の堆積範囲が、近世の遺構が集中的に検出される地域に合致していることからも、４a層は居住域を形成

するための造成土的性格をもつ可能性が指摘され、複数回にわたって盛り上げて整地された様子が復元される。

一方、後者は、高位部を形成する調査区中央部を除き、それを取り囲む西～北～東側の範囲に広がる。土質は砂

質を帯びる場合が多い。下面は標高1.3ｍ前後に位置し、層の厚さは10～20㎝を測る。本地域に堆積する土層は、

土器などの包含物を特別に多く含むことはなく、全体的に均質性の高い特徴をみせる点で高位部の土層とは異な

る。こうした特徴から、居住域の周囲に一段下がった耕作域を形成する土層と判断される。最も低い地点は調査

区北西コーナー部で、標高1.35ｍを示す。

図16　土層柱状図と土層断面位置（縮尺１/40、1/800）
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　ｂ層は黄灰褐色砂質土である。おおむね近世前半に属すると考えているａ層に比べてやや黄色みを帯び、砂質

を強める。包含物は少なく、均質性の高い土層である。上面は標高1.55～1.6ｍ、下面は標高約1.3ｍを測る。２層

に細分される場合も多い。その分布域は、ａ層の高位部の下部にほぼ限定される。また、下面の高さは低位部に

あたるａ層のレベルに近い。こうした土質の特徴や下面レベルあるいは限定される分布域の状況から、本土層は

ａ層よりは古い段階の耕作土である可能性が考えられる。その多くは、ａ層形成段階における耕作によって消失

する中、高位部の居住域下部にのみ残されたと判断される。

５層：古代後半～中世前半に属する土層である。淡黄灰色粘質土（ａ層）と暗灰褐色粘質土（ｂ層）とに、比較

的明瞭に細分される。

　ａ層は、やや砂質を帯び、色調面での濃淡によってさらに２層に細分される部分もある。上面の高さは、標高

1.5～1.6ｍと同1.3～1.4ｍを測る。前者の広がりは、調査区南端付近にあたるBXラインとBYラインの間より南側

で、さらに17ライン～20ラインの間という非常に狭い範囲に限定される。下面は標高1.3ｍ前後に位置する。一方、

後者は、前者の狭い堆積範囲を除いて調査区の大半を占めており、一見平坦な地形の広がりが見て取れる。しか

し、下面の高さを確認すると、北壁～東壁を中心とする範囲では標高1.2ｍ前後を中心とするが、15ライン以西

でBUライン付近から南側の範囲では標高1.3ｍ前後を保っており、高低差を示す。このやや高い地形の範囲には

古代後半～中世の遺構が集中するほか、４層でみた高位部の範囲ともほとんど一致する。こうした状況から、上

面の高低差は、４b層段階の土地改変が作り出した結果であり、調査区南端の部分だけが高い地形であったわけ

ではなく、本来、同範囲には、北壁～東壁付近よりはやや高い地形が保たれ、居住域が広がっていた可能性が想

定される。また、前段階の低い地形を埋める形で、調査区全体の平坦化がなされたことも窺われる。

　ｂ層の堆積は、調査区の北壁周辺では確認されていない。この背景には、６層の高まりの影響で後世の削平を

受けた可能性が考えられる。上面の高さは、15ライン以西でBUライン付近から南側の範囲において標高1.3ｍ前

後、東側では同1.2ｍ前後の値を示している。そこには、ａ層と同様の地形と遺構の関係が想定されることから、

５b層形成時点で、居住域部分がやや高まる地形が創出されたと見なされる。下面の高さは、前者では標高1.2ｍ

前後、後者では同１～1.15ｍを示し、東側に向けてやや低い傾向をもつ。

６層：古墳時代初頭に属する土層である。おおむね暗灰褐色砂質土を呈し、マンガンの沈着が特徴的である上層

（ａ層）と、茶褐色砂質土を呈し、鉄分あるいはマンガンの沈着が認められる下層（ｂ層）とに細分される。

　ａ層上面は、５層までとは逆に、調査区の北側が高い傾向を示す。14ラインから19ラインのやや西側にあたる

北壁において、本土層上面の高さは標高1.3ｍ前後を測る。同レベルが広がる範囲は、北壁を底辺とした台形状

を呈しており、BWラインの南２ｍ付近まで伸びる。この微高地部の周縁は標高1.2ｍあたりまで下がり、その南

側を弧状に取り巻く幅５～８ｍの範囲では、標高1.0～1.15ｍに上面をもつ低位部の広がりへと展開する。さらに

こうした微高地下端の緩やかな落ち込みの南側では、上面の高さは標高1.2ｍまで上昇し、さらに南東部へ向け

て下降するなど、起伏のある不安定な地形の広がりを見せる。

　ｂ層は、東壁～南壁側では確認されていない。それ以外の地点で上面の高さをみると、北壁で標高1.2～1.3ｍ、

微高地端部の南側低位部で同0.95ｍ、調査区南西部で同1.1ｍという数値を得ることができる。これらは、ａ層か

ら10㎝程度低い数値となっていることから、基本的には同層と共通した地形が復元される。

７層：弥生時代後期の基盤層にあたる。黄灰白色粘質土あるいは粘土を呈する。鉄分の沈着が顕著である。上面

の高さは、北壁において、15ラインから19ライン付近までが標高1.1ｍを示しており、その高さを保つ微高地は、

ＢＷラインから２ｍ程度南の地点まで舌状の広がりを見せる。その微高地から南側は標高１ｍ～0.65ｍまで下降

しており、やや起伏のある低位部を形成する。基本的には６層の地形と共通する。

８層：弥生時代以前の基盤層を構成する。黄灰色粘土あるいは粘質土を呈し、鉄分の沈着が顕著である。地形が

高い部分では、粘性の違いなどから上下層に細分される場合もある。上面は、北壁で標高１ｍ程度、南側で0.8～0.6
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ｍ程度を示す。

９層：弥生時代以前の基盤層を構成する。暗灰色粘土層を示す。標高0.4～0.3ｍ付近に堆積する。

10層：弥生時代以前の基盤層を構成する。灰白色粘土層を呈する。標高0.15ｍ付近に堆積する。

11層：弥生時代以前の基盤層を構成する。灰色粘土に細砂が混ざり合った状態を呈する。標高０ｍ付近に堆積

する。

12層：弥生時代以前の基盤層を構成する。灰白色砂質土を呈する。強い砂質を示す。標高－0.2ｍ付近に堆積する。

９～12層については、その確認は部分的であり、地形などの詳細は不明である。

地形の復元

　弥生時代後期～古墳時代初頭（６・７層）では、本地点は、北側に位置する第２次調査地点さらに第１次調査

地点において確認されている微高地の端部にあたることが予想される。微高地部は、調査区北壁で東西幅約30ｍ

の広がりをもつ。南に向かって約16ｍ張り出し、BWライン付近では東西幅17ｍ程度となっており、全体的には

舌状あるいは台形に近い形状が復元される。その周囲には、少なくとも幅12ｍ程度のたわみ状地形が広がってい

るが（SD28・27・落ち１～３）、その内部には緩やかな起伏を有する。こうした地形の中で、井戸・溝は、たわ

み部分を中心に配され、溝が微高地を巡る。

　古代後半～中世前半（５層）では、調査区全体に平坦化が進み、安定的な土地形成がみてとれる。前段階とは

逆に、南側が高い傾向にあるかもしれない。調査区の西２/３程度の範囲が比較的高く、そこに居住域が形成さ

れたと想定される。調査区東側では耕作域の広がりを窺わせる。

　近世（４層）にはいると、前半段階（４b層）では、調査区南端部を高い状態のままに遺して、その北側を耕

作地として削平した可能性が考えられる。さらに、後半段階（４a層）では、調査区中央部～南側に、居住域を

形成するための盛り土が行われ、地形的な高まりを生み出す。周囲は耕作地として引き続き利用され、４a層が

４b層を消失させていくと考えられる。この地形は、調査区全体が耕作地と変化する近代（３層）に踏襲される。

ｂ．遺構と遺物
　検出された遺構あるいは人間活動の痕跡は、全時期を通じて、井戸26基・土坑24基・野壺９基・溝29条・柱穴399基、

そして土器集中箇所４カ所・焼土集中箇所１カ所である。遺物は、弥生時代後期～近世・近代の土器・陶磁器類

のほか、漆椀や井戸枠などの木製品、五輪塔の一部を含む石製品、桃核などがあげられる。古い時期から順に、

時期別の概要をまとめよう。

弥生時代後期～古墳時代初頭（図17）

　井戸１基・土坑２基・溝９条・遺物集中箇所を４カ所および焼土集中箇所１カ所を検出した。それらの遺構に

関して、連続性などを考慮し、出土土器あるいは検出面から時期別にまとめると、弥生時代後期の遺構としては、

井戸１基・土坑２基・溝４条（土器集中箇所１箇所含む）・焼土集中箇所１箇所、古墳時代前期では、溝２条（土

器集中箇所３箇所含む）となる。本時期の地形を改めて確認すると、調査区北面から南側に向けて張り出すよう

に形成された微高地とその周囲を巡るたわみ状の地形が復元されるが、土坑１基（SK60）を除く全ての遺構は、

このたわみ状地形内あるいは近辺に配される。

　弥生時代後期では、溝（SD23）の下部で井戸（SK59）が検出された。底部付近から後期後葉～末葉の土器（高

杯他）が出土した。周辺に居住域を想定させる遺構が検出されない微高地端部に単独で構築されている点は、そ

の性格を考える上で注目される。溝群は重複関係を持つ。撹乱による破壊や上部削平あるいは土質変化の影響で、

その多くが分断されているため、各溝の連続性を確定することは困難であったが、形状の特徴や位置関係などか

ら小形の３条（SD26、SD25－23、SD22－24）とたわみ状の溝（SD28）の存在を考えている。後者は、自然地

形の可能性が高く、その斜面部分には土器の集中が認められた。焼土集中箇所は溝22上で検出された。
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　古墳時代の遺構では、６b層上面で溝１条（SD20）、６a層上面でたわみ状をなす１条（SD27）が認められる。

両者間の掘削面の違いから、前者が古いことがわかる。後者の内部にあたる範囲では、土器集中が２箇所で確認

された。

古代後半～中世前半（図18・19）

　井戸14基・土坑２基・溝９条・柱穴群を検出した。これらは、出土遺物から得られる各遺構の時期や溝と井戸

の配置などから、11世紀～13世紀初頭と13世紀中頃～14世紀前半の２段階にまとめることができる。

＜古段階＞　11世紀～13世紀初頭（あるいは前半）に属する遺構は、井戸７基・溝６条・柱穴群である（図19①）。

　井戸は全て調査区南西域に集中する。これらは、出土遺物の時期あるいは近接した位置関係から、１基の井戸

が移動して形成された可能性が考えられる。また、ほとんどの井戸では、多量の炭化物やあるいは豊富な遺物が

納められており、祭祀的行為が顕著に認められる。

　これらの井戸が存続する時期幅のなかで埋没した溝は、６条が確認される。いずれの溝も撹乱によって細かく

分断されているため、直接的なつながりを確定することはできなかった。ただし、４条の溝（SD12b・13・18a・

18b）については、形態的特徴から一連の溝として評価しており、敷地を区画する可能性を考えている。これらは、

平行する２条の溝あるいは一部で底部が２条に分離することから、作り替えがあったことが窺われる。また、調

査区南端部では、南北方向の区画溝となる可能性が高い溝（SD12a）も検出されている。

＜新段階＞　13世紀（中頃）～14世紀に属する井戸７基・土坑２基・溝３条が含まれる（図19②）。

　13世紀代では、15ライン付近に溝が南北方向に走り、その西側に４基あるいは５基の井戸、東側に１基の井戸

が位置する。個々の井戸の詳細な時期は今後の課題であるが、それらは５～10ｍ程度の距離間隔を保つ。溝は２

図17　弥生時代後期～古墳時代初頭遺構全体図（縮尺１/300）
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図18　古代後半～近代遺構全体図（縮尺１/300）

図19　古代～近代の時期別主要遺構配置図（縮尺１/600）
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条が東に向けて作り直されていることから、少なくとも本段階の中にも複数の段階が存在したことは明らかであ

る。屋敷地は溝の西側を中心に配されており、溝と井戸の配置には、前段階からの変化がみてとれる。その他に

土坑１基を含む。

　14世紀代に埋没した遺構は、大形の溝１条と井戸１基あるいは２基、そして土坑１基と柱穴群である。前段階

から飛躍的に大形化した溝（SD15）は幅３ｍ前後が検出された。深さは1.3～1.4ｍを測り、BV～BXライン付近

から遺物がまとまって出土した。また、少なくとも掘立柱建物１棟が調査区南西隅に配されていたことが、柱穴

内出土の土器によって確認される。そのほかに、五輪塔の一部が井戸から出土した。遺構数はやや少ない傾向を

示しており、居住時期幅は比較的短期間であったかもしれない。

中世後半（図19③）

　井戸３基・土坑１基・溝１条を含む。遺構から出土する備前焼のすり鉢、あるいは肥前陶器などから、15～16

世紀の年代が導き出される。溝（SD11）は、調査区の西端をおおむね南北方向に走る。幅２ｍ以上を測り、前

段階の大溝（SD15）と同様に大形の形状を保つ。内部からは、ウシの肩胛骨１点が掘り方斜面に接して出土した。

本地点の南側に隣接する第14次調査地点においても、溝から馬の下顎骨が出土している。同溝の東側には井戸が

点在しており、居住域として利用されていたことを示す。

近世前半（図19③）

　９基の土坑を含むほか、溝１条（SD11）が中世後半から継続して機能すると考えられる。土坑は、断面箱形

の特徴を有し、底部に枠をのこすものが大半を占める。いわゆる「野壺」と評価される。17ライン以東に南北方

向に数基が並ぶように配される。これらの土坑の機能を考えると、本地点周辺には耕作地が広がっていたことが

窺われる。出土遺物が極めて僅少であるため、各遺構の詳細な時期については今後の検討を要するが、検出レベ

ルなどから、近世前半の可能性を考えている。

近世後半（図19④）

　井戸８基・土坑15基・溝５条・柱穴群を検出した。井戸はBV～BXライン間に配される。井戸の時期を決める

遺物は少ないが、大小の礫石が埋土の上半に投棄された状態を見せる場合が多い。土坑は、平面形の規模あるい

は掘り方の形状などに違いを示しており、そこには墓・柱穴などの機能的差を考慮する必要があろう。溝は、南

北方向に４条と、東西方向に走ると予想される１条があげられる。いずれも詳細な時期を示す遺物は出土してい

ない。柱穴は、BW・BX15・16区、BV18・19区付近に集中しており、掘立柱建物の存在を窺わせる。本地点が

居住域として、再度整備された時期として注目される。

近代（図19④）

　検出した遺構は、土坑４基・溝６条である。調査区西半に位置する土坑３基（SK１・４・20）はいずれも大

形であり、一辺が２～５ｍの不整方形を呈する。埋土には水性堆積層が形成されている点が特徴であり、貯水機

能をもつことが窺われる。注目される遺物では、漆椀が土坑２基（SK１・３）から出土した。溝は、南北方向

に走り断面箱形の用水路を形成する溝（SD５）以外は比較的浅い溝である。東西方向の溝はBWライン付近を走

ることが予想されるが、同ライン上は撹乱で大半が破壊されているため、調査区東端部で確認されたのみである

（SD４）。同溝からは桶が出土した。本時期に形成された土層は耕作土と考えられ、いずれの遺構もそれに関係

をもつ機能が想定される。

⑷　調査の成果
①　弥生時代後期～古墳時代初頭の時期では、鹿田遺跡の中で最も遺構密度が高い居住域が、第１次調査地点～

第２次調査地点に広がる。本地点は、その居住域につながる微高地が南に張り出す端部にあたる。検出遺構は、

微高地の縁辺部を巡るたわみ部分に溝と井戸が、微高地部に土坑が点在するのみであり、居住域の広がりは考え
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にくい。そうした微高地端部に形成された井戸の性格については、今後検討する必要があろう。

　鹿田遺跡で中心となる微高地端部付近の調査成果は、集落の全体像を考える上で重要なデータであり、岡山平

野南端部付近における弥生時代の集落構造を理解する上でも貴重である。

②　古代後半（11世紀代）に属する遺構の広がりは、これまで本調査区の南側に位置する第14次調査地点のほか

には、第５次調査地点付近にわずかに認められるのみであった。本地点の資料は、次項で述べる防火水槽設置地

点の成果もあわせて、本地点周辺が同時期における集落の中心的位置にあった可能性を強く示すこととなった。

居住域（屋敷地）の選地における時期的変遷を考える上で良好なデータの追加として評価される。

　また、屋敷地の区画に関するデータも注目される。本地点は、鹿田キャンパス内の西側地域に位置する第７次

調査・第17次調査の東方の並びにあたる。同調査地点の南端部で検出された東西方向の溝のラインは、本調査地

点の東西方向の溝（SD12）にほぼ一致しており、屋敷地を区画する溝が鹿田キャンパス全域におよぶ広い範囲

を対象として整備されるという予測を裏付けることとなった。さらに屋敷地の推移に関しても、これまでの予察

を補強することができた。また、居住域としての土地利用が中世後半～近世初頭まで継続することを示すデータ

の増加は、その確実性を高めることとなった。

③　あらたな知見としては、近世後半の状況があげられる。近世前半には、弥生時代以降継続してきた居住域が

耕作地に変化し近代に至ると考えられていた鹿田遺跡であったが、本地点では、近世後半における居住域の存在

を確認することとなった。調査区のほぼ中央部に、中世の包含層を掘削した土を盛り上げることで土地造成を行

い、屋敷地を構築している。防火水槽のデータを考えあわせると、そのために行った土地の改変は、かなり大が

かりなものであったことは明らかである。詳細な時期に関しては、今後の検討課題であるが、同時期に行われた

土地利用の変化に注目していきたい。 （山本悦世）

Ｃ．防火水槽設置地点：18ｂ地点
⑴　調査地点の位置
　本調査地点は、岡山大学鹿田キャンパス東端の東門付近、新築なった病棟の東側に所在する。隣接の調査区と

しては、共同溝地点（鹿田遺跡第10次調査）が北西に約10ｍ、病棟Ⅱ期工事地点（第14次調査）が西に約12ｍ、

中央診療棟厨房跡地点（第18次調査）が北北西に約45ｍの距離で位置する。調査用に設定した鹿田地区構内座標

において、本調査地点はCG～CI９～10区に該当する。

⑵　調査に至る経緯と経過
調査に至る経緯

　医学部附属の南病棟の新築にあわせ、同所周辺の整備が2007年度に計画された。その一環において、防火水槽

が病棟東側の、東門付近に設置されることとなった。防火水槽設置のためには、約40㎡の範囲を、現地表面より

４ｍほど掘削する工事が必要とされた。当該地点は、周知の遺跡である鹿田遺跡の範囲内であり、これまでの調

査成果から当該地点にも遺構・遺物の存在が予想されたため、事前の発掘調査を実施することとなった。調査面

積は、43.2㎡（7.2×6.0ｍ）である。防火水槽工事時の掘削が深くなる都合から、調査区四周は発掘調査前の時点

で矢板によって囲まれることとなった。調査は、調査研究員１名が担当することとなった。

調査の経過

　表土掘削は、2007年10月15日に実施した。発掘調査は、翌日の10月16日に開始し、最終的に調査が終了したの

は11月１日となる。

　調査開始前に、本調査地点の北側と東側において実施した立会調査（ガス管埋設）では、中世段階の井戸（ま

たは土壙墓）や溝が検出されていた。こうした遺構は、鹿田遺跡において通有なものであり、本調査地点にも同
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様の遺構および包含層が広がることが調査前に想定された。

　このように、中世集落域の存在を想定しつつ表土剥ぎを行い、調査を開始したが、側溝を整備する中で、周囲

の立会調査で確認した包含層とは異なる土層が調査区の大部分において厚く堆積することが判明した。この土層

については、近世瓦を含むことと、想定した標高から中世以前の包含層が検出されないこと、そして土質から、

近世段階の河道埋土と推定した。河道埋土の面的広がりと深度を把握するため、側溝幅を拡張しながら調査を行っ

た結果、調査区北辺において河道の北肩と護岸と考えられる横木を検出した（10月17日）。翌日からは、河道内

の規模・構造を確認することをめざした。側溝箇所のみを深く掘削することは困難であったため、平面的な掘削

と側溝を下げる作業を繰り返した。なお、瓦を主体とする河道内遺物の多くは、河道斜面直上にみられたため、

河道埋土の上層の掘り下げについては手掘りとともに重機も併用した。調査４日目（10月22日）には、調査区南

辺の側溝において、本調査区でもっとも河道が深くなる箇所を確認した。10月23日以降、河道埋土の掘り下げを

継続し、北岸の護岸施設等の構造について調査を行った。25日には、近世の全体写真を撮影した。

　北岸斜面の調査中、炭層と古代後半の土器が集中する箇所の存在が注意された。河道の形成時期が古代後半ま

で遡る可能性も考慮しつつ、10月26日からこの土器・炭層集中箇所の調査をした結果、土器および炭層は、河道

に上半部が削平されるかたちで残存していた古代後半の井戸と土坑に伴うものであることが判明した。

　井戸の調査とあわせて、北壁において河道により掘削されることなく残存した近世以前の包含層の調査を実施

し、時期は不明であるがピット１基を検出した。

　11月１日に古代後半の全体写真を撮影し、すべての調査を終了した。

⑶　調査概要
ａ．層序（図20）
　本調査地点は、近世段階の河道が大部分を占めていた。すなわち、調査区の北辺で河道の北肩が一部検出され、

調査区南辺では河道の最深部付近を確認した。そのため、弥生時代～近世段階の通常の包含層については、調査

区北辺付近のみで確認される。以下、基本層序と河道埋土の内容について略述する。

基本層序

１層： 造成土。主に岡山医科大学が1922（大正11）年に現在のキャンパスに移築された際のものである。上面標

高は3.3ｍである。

２層： 灰色砂質土で、Feをブロック状に含む。調査区全体に広がる土層で、造成がなされる直前の、近代耕作

土と考えられる。上面標高は1.40～1.50ｍである。

３層： 茶褐色砂質土で、２層同様、調査区全体に広がる土層である。近代の耕作土と考えられる。上面標高は1.30

～1.40ｍである。

４層： 明黄灰色砂質土で、北壁では３層に細分されたがいずれも黄灰色系の色調をなす土層である。この４層上

面まで近世河道の肩があがる。上面標高は1.20ｍである。

５層：暗灰褐色～淡灰黒色粘質土で、北壁では二層に細分された。上面標高は0.92ｍである。出土遺物はない。

６層：暗灰黄色粘質土で、上面標高は0.75ｍである。出土遺物はない。

７層： 淡灰黄色粘質土である。出土遺物はないが、既往の調査成果によれば、弥生時代の基盤層と考えられる。

上面標高は0.70ｍである。

８層： 青灰黄色粘土である。出土遺物はないが、既往の調査成果を勘案すれば、弥生時代中期より古い無遺物層

と考えられる。上面標高は0.58ｍである。

９層：暗灰黒色粘質土である。上面標高は、0.20ｍ前後である。無遺物層と考えられる。
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河道埋土

　河道埋土は、砂質土である上半（①～⑦層）と、粘質土である下半（⑧～⑩層）とで二大別される。上半は河

道を埋め立てる際の土層と考えられる。下半の各層は、微砂～粗砂を含み、河道が機能していた段階に堆積した

土層と考えられる。

ｂ．遺構と遺物
　調査の結果、入り江状を呈する近世河道と、河道斜面において古代後半の井戸・土坑を検出した。以下、時期

ごとに概観する。

古代後半（図21）

　井戸１基（SK１）と土坑１基（SK２）を検出した。井戸上半の南端部が土坑によって切られるかたちとなる。

井戸と土坑の上半部は、近世河道によって削平されていた。とくに土坑については、深さ約30㎝分しか残存して

いなかった。

　井戸については下半部約1.55ｍが残存していた。径は検出面で80㎝、底面で50㎝を測る。平面形は円形と考え

られる。井戸の埋土中からは、土師質土器椀の初現段階（11世紀代）のものと考えられる椀や皿など、多くの土

器が出土した。井戸の検出面付近（井戸下半部の上層）の埋土は、炭層が約30㎝の厚さで堆積する。この土層に

は焼土塊も含まれており、井戸の埋め戻し時に、火を用いた祭祀がなされたものと考えられる。

　この炭層を切るかたちで、土坑の埋土を検出した。遺構の下面は、薄い炭層となる。この土坑の性格について

図20　調査区東壁土層断面図（縮尺１/50）
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は、井戸を掘りなおした痕跡の可能性も考

慮すべきであるが、井戸の深さに比べて浅

いことから、井戸を埋めた後に土坑が隣接

して構築されたものと、ここでは判断して

いる。なお、本土坑からも、井戸と同時期

の椀・皿が出土した。

　他に古代後半の遺構は検出されていない

が、こうした井戸・土坑の存在から、本調

査地点の当該期は、居住域であったものと

考えられる。

近世（図21）

　入り江状をなす河道の北岸およびその護

岸施設を、４層上面において検出した。

　調査区北辺では、河道の北岸を確認した。

一方、調査区南辺は、河道の底付近にあた

る。したがって河道の南北幅は現状で７ｍ

（調査区の南北長）以上となり、仮に調査

区南辺を川底の中心部付近とするならば、

幅は推定で14ｍ前後となるものと考えられ

る。なお、調査区南半において、南岸へと

河道底のレベルが上がる状況は認められな

い。他方、河道西岸については、東から西に向けて河道底面のレベルが緩やかに高くなっていることと、調査区

西方にある第14次調査地点においては、こうした河道が検出されていないことから、本調査区と第14次調査地点

との間に位置するものと考えられる。検出された河道は、現代の鹿田キャンパス東辺に流れる枝川と関連するも

のと考えられる。本調査地点は、北から南へと流れる近世段階の枝川が、鹿田キャンパス側へと入り江状に入り

込んだ箇所にあたるものと推定される。河道の深さは、最深部で1.9ｍを測る。

　河道の北斜面は、段状（３段）を呈するものであり、人為的加工によるものと考えられる。段１と段２の平面

形は、西側になるほど南方向へカーブしている。調査区西壁との対応関係をみると、段２ないし段３については、

西壁南半で一連の段になるものと考えられる。

　段２には、幅約1.5ｍ、長さ1.3ｍの、南に張り出す部分がつくりだされている。この張り出しの前面（南側）には、

長さ約１ｍの薄い板材が、張り出しに並行する向きで斜面から出土した。また張り出しの向かい（北岸側）は、約0.7

ｍ北側へ段が入り込む構造をなす。こうした張り出しを中心とする構造は、階段としての機能を有していたもの

と推測される。なお、張り出しの上面からは、瓦が多く出土している。これらの瓦は、規則的に敷かれた状況を

呈するものではなかったが、段上面を補強する意味合いが存在していた可能性もある。

　河道の北岸から斜面にかけては、杭と板材による護岸がなされていた。護岸は横位の板材を斜面上に貼り付け、

それらの前面に杭を打ち込むことを基本とする。板材と斜面との間に生じた間隙には、瓦や板小片等が挟みこま

れていた。挟み込まれたものの中には、木製杓子もみられた。板材の代わりに、丸太材（転用材）を横たえた部

分もみられる。こうした護岸は、階段状をなす部分にも築かれている。構築の先後関係については、階段状の施

設が形成された後に、護岸が構築された可能性も考えられるが、時期差を示すような土層の堆積が認められない

ため、両者は同時に機能していたものと判断される。

図21　検出遺構全体図（縮尺１/100）
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　杭は、北斜面における護岸のほか、調査区南辺、すなわち河道最深部においても２本確認された。遺存状況の

良い南辺中央付近の杭は、全長約2.0ｍ、径約20㎝を測るもので、地中に1.1ｍ打ち込まれ、河底から約90㎝の高

さで上に伸びていた。この杭の先端部加工や大きさ等が、北斜面の杭と類似しているため、両者は同時期の所産

と推定される。こうした河道最深部の杭は、護岸とは別の機能を果たしていたものと考えられる。ひとつの推定

としては、舟を繋ぐための杭としての機能が挙げられる。

　河道からは、底面を中心に近世の瓦や陶磁器が出土した。河道の形成時期については、河道が平安時代末の井

戸を削平していることから、平安時代末以降となるが、河道内出土遺物が近世に限定されることから、近世段階

に位置づけうる。北斜面の張り出し状を呈する箇所の近辺からは、平安時代末ごろの土器片が出土しているが、

これらは前述の井戸・土坑に伴うものである。

　以上、本調査地点において検出された河道は、北斜面における段および護岸施設の存在から、近世段階に入り

江として人為的に整備がなされたものと考えられる。こうした入り江の機能としては、調査区南辺の杭の存在か

ら推定したように、船着き場を想定することができる。その場合、張り出しを含む階段状をなす箇所は、舟に関

する乗り降りに使用された可能性がある。本調査と同時期になされた鹿田遺跡第18次調査18ａ地点（中央診療棟

地点）では、近世段階の集落域が確認されており、入り江状遺構との関連性が注目される。

　なお、北壁において４層中よりピット１基を確認した。また、次の近代段階には、河道は埋め立てられ、耕作

地となったことが土層から明らかとなった。

⑷　まとめ
　本調査によって明らかにしたことを以下に列挙し、まとめとしたい。

　①古代後半の遺構として、井戸１基と土坑１基を検出した。いずれも近世河道によって上半部を削平されてい

た。これら遺構の存在により、本調査地点が当該期に集落域の一部であったことが明らかとなった。

　②近世段階には、入り江状遺構および護岸施設を検出した。当時、現在の枝川にあたる川が鹿田キャンパス側

に入り込んでいたものと考えられる。こうした入り江状遺構は、船着き場として機能していたことが想定される。

 （光本）

Ｄ．用水路改修地点：18ｃ地点
⑴　調査地点の位置
　調査地点は鹿田地区の東辺を流れる枝川用水が本流と支流に分岐する地点にあたり、２条の水路に挟まれ

た幅約５ｍ強の道路部分である（図15－18c地点）。鹿田地区に設定している構内座標では、CM～CN９・10、

CO10・11区にあたる。鹿田地区構内における近隣調査地点には、北西に病棟Ⅱ期（鹿田遺跡第14次調査）、南西

に医療技術短期大学部校舎（同第３次調査）、附属病院共同溝（同第10次調査）があり、第14次調査では弥生～

古墳時代の畦畔・溝、中世の井戸・土坑・溝、近世のため池・土坑などが、第３次調査地点では中世の集落、古

代の河道と橋脚が確認されている。

⑵　調査に至る経緯と調査の経過
調査に至る経緯

　岡山大学鹿田地区では、病棟の開設にあわせ、周辺環境整備を実施している。その一環として、2007年に病棟

へのアクセスを円滑にするため、病院への通路部分となる鹿田地区の東辺を南流する枝川用水の流路地中化が計

画された。枝川用水の流路地中化にあたっては、流路内に箱型躯体を埋設するため、既設の護岸ならびに市道の

一部を掘削することが必要となる。これらの範囲はいずれも岡山大学敷地外の掘削であったが、岡山大学の敷地
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に隣接していること、岡山大学鹿田地区の発掘調査は長く当センターが実施しており、データが蓄積されている

ことなどから、岡山市教育委員会の指導により、当センターが調査を実施することとなった。なお、面的な調査

が可能な市道部分は発掘調査とし、護岸部分は壁面観察を中心とした立会調査とした。発掘調査面積は56㎡であ

り、調査員１名が発掘調査にあたった。

調査の経過

　発掘調査に先立ち、2007年12月25日から造成土の除去を開始し、翌26日に完了した。発掘調査は12月27日から

着手した。まず土層の堆積状況を確認するため、調査区北半の東西辺に沿う、長さ約４ｍ、幅約0.8ｍの範囲を

深さ約１ｍで先行して掘削した。本地点の北約30ｍで実施した鹿田遺跡第18次調査18ｂ地点（防火水槽地点）の

調査において、近世の河道が東から西へ入り込んでいる状況が確認されており、本調査区にも河道や谷のような

低地が連続することが予測されたためである。しかし、河道や谷などの低湿地性の堆積物は確認されず、下層に

いたるまで比較的安定した微高地状の堆積を示していることが判明した。また、遺構・遺物は稀薄で、断面観察

用の土手においても、数基の近世土坑や中世段階の溝やわずかな窪みを確認するにとどまった。そこで、断面観

察で中世段階の遺構が確認できた６層および弥生時代の基盤層と考えられる11層上面で遺構検出を実施した。そ

の結果、中世段階では南北方向の溝と道路状遺構の可能性も考えられる小溝群を、11層上面では土坑２基を確認

した。

　11層上面での調査および調査区周辺に設定した土層観察用の土手の掘削を終え、2008年１月16日に発掘調査を

終了した。

⑶　調査の概要
ａ．層序（図22）
　本調査区では以下の土層の堆積を確認した。以下に各層の特徴を示す。なお、遺物の出土は僅少であり、各土

層の所属時期を決し難い状況であった。以下に記す土層の時期は遺物の出土がみられた土層との上下関係や、周

辺調査区の土層と比較のうえに推定したものを含んでいる。

１層：造成土である。本調査区は岡山大学鹿田地区の敷地外に位置する調査区であり、鹿田地区構内でみられる

真砂土やバラス主体の造成土とは異なる。道路敷きの下部構造となる造成土のため、均質な砂質土が厚く堆積し

ている。近・現代の造成土である。

２層：淡青灰色弱粘質土である。砂粒は均質で、鉄分を若干含む。上面の標高は約1.4ｍである。近代の土層と

考えられる。

３層：明橙茶褐色砂質土である。上面には鉄分の沈着が著しい。上面の標高は約1.35ｍである。近世の土層と考

えられる。

４層：２層に細分される。ａ層は明橙灰茶褐色砂質土である。鉄分の沈着が顕著にみられ、マンガン粒の凝集も

顕著である。中世のものとみられる土器小片を含む。上面の標高は約1.3ｍである。ｂ層は橙茶褐色砂質土である。

鉄分の沈着が顕著にみられ、マンガン粒の凝集もみられる。土器小片を含む。

５層：明橙灰褐色砂質土である。鉄分の沈着が顕著にみられ、マンガン粒の凝集も顕著である。上面の標高は約

1.1～1.2ｍである。

６層：灰茶褐色砂質土である。鉄分の沈着が顕著にみられ、マンガン粒の凝集も顕著である。中世土器小片を含

む。上面の標高は約1.0～1.05ｍである。南北方向の溝群が掘削されている。中世の土層である。

７層：明橙褐色砂質土である。上面には鉄分の沈着が著しい。マンガン粒の凝集も顕著である。上面の標高は約

0.95ｍである。道路状遺構を構成すると考えられる浅い掘り込みが掘削されている。

８層：２層に細分される。ａ層は暗灰褐色砂質土である。鉄分の沈着がみられ、マンガン粒の凝集は顕著である。
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上面の標高は約0.9ｍである。ｂ層は暗黄灰～暗灰褐色

砂質土である。鉄分の沈着は少なく、マンガン粒の凝集

も少ない。明黄色砂質土ブロックが多量に混じる。

９層：淡灰白色弱粘質土である。鉄分の沈着が顕著にみ

られ、マンガン粒の凝集もみられる。上面の標高は約0.75

～0.8ｍである。

10層：暗灰褐色粘質土である。鉄分の沈着が顕著にみ

られ、マンガン粒の凝集もみられる。上面の標高は約0.65

ｍである。遺物は出土していないが、土質や色調等から

本調査区の北西約20ｍに位置する第14次調査（病棟Ⅱ期）

地点の８層に対応し１）、弥生時代後期の土層と考えられ

る。本層下層の検出遺構は埋土の色調等から、本層から

掘削されていると考えられる。これらの遺構からも遺物

の出土はないが、弥生時代の遺構であると推測される。

11層：淡黄明緑灰色粘質土である。鉄分の沈着が顕著

にみられ、マンガン粒の凝集もみられる。遺物は出土し

ていない。上面の標高は約0.6ｍである。

12層：暗緑灰褐色粘質土である。鉄分の沈着、マンガ

ンの凝集が観察されるが、顕著ではない。上面の標高は

約0.4～0.5ｍである。無遺物層である。

13層：明緑灰色粘土である。鉄分の沈着はあまりみら

れず、マンガンの凝集はみられない。粘性強い。上面の

標高は約0.3～0.4ｍである。無遺物層である。

14層：暗緑灰褐色強粘土である。鉄分、マンガン等の

鉱物の凝着はみられない。粘性が強く、湿地状の堆積物

の可能性がある。上面の標高は約0.15～0.3ｍである。無

遺物層である。

　４層～８a層は灰茶褐色系の色調を呈する砂質土層で

あり、ほとんどの層において鉄分の沈着やマンガンの凝集が顕著に認められることから、耕作地として利用され

ていたことが推測される。遺物が出土していないため、時期は不明だが、直下の８b層は明黄色砂質土ブロック

を多く含んでおり、中世以前の段階で本調査区一帯を耕作地として利用する際の造成土とも考えられる。

　11層～14層は緑灰色系の色調を呈する粘質～粘土であり、特に13・14層は粘性が非常に強いものである。11層

以下は弥生時代後期以前の湿地状堆積物と考えられる。

ｂ．遺構・遺物
弥生時代（図23）

　11層上面で土坑２基を検出した。上位の10層は第14次調査（病棟Ⅱ期）地点の８層に対応しているとみられる

ため、10層は弥生時代にあたると考えられる。11層の遺構は埋土の色調等から、10層から掘削されているものと

考えられ、遺物の出土はなかったが、弥生時代の遺構であると推測される。

図22　調査区土層柱状図（縮尺１/30）

土層断面図の位置
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　土坑１　調査区南東で検出した長軸長約2.6ｍ、幅

約１ｍ、深さ約0.3ｍの不整形な長楕円形の土坑であ

る。土坑の長軸は北東－南西方向である。土坑の掘り

方は、直線的な掘削で急角度に立ち上がる。また、土

坑の中心部が一段深く掘りこまれ、二段掘り状を呈し

ている。埋土は暗褐色土系粘質～粘土であるが、最下

層の暗灰褐色粘土の底面付近では植物遺体が顕著に含

まれる。貯蔵穴の機能を有する土坑であった可能性も

考えられる。

　土坑２　調査区北側で検出した径約0.9ｍ、深さ約

0.15ｍの浅い土坑である。平面形は不整形な長楕円形

である。底面には凹凸があり、波打った状態である。

また、立ち上がりの角度は緩い。遺物の出土はなく、

人為的な掘削によるものではない可能性もある。

中世（図24）

　中世の遺構は６層から掘り込まれた溝３条、７層か

ら掘削された、道路状遺構と考えられる並行する浅い

小溝群を確認した。

　溝１～３　南北方向の溝が調査区東半に並行して掘

削されている。これらはいずれも切りあい関係を有し

ており、中央の溝がもっとも古く、その後、両側の溝

が掘削されている。いずれも６層から掘削されている。

いずれの溝からも中世の土師器小片が出土しており、

中世の遺構と考えられる。

　調査区北西では、長さ約２ｍ、幅約0.3～0.5ｍ、深さ約0.1～0.15ｍの東西方向の浅い溝が並行して掘削される。

いずれも７層から掘削された浅い溝である。このような多条の浅く、短い溝が並行する遺構については、道路状

遺構の下部構造と考えられている２）。これが道路状遺構の下部構造であるとすれば、南北方向の道路状遺構とい

うことになり、この調査区で確認した溝と道路状遺構はいずれも南北方向の区画を明示する遺構となる。なお、

道路状遺構・溝２は現在も鹿田地区周辺で確認される土地区画の方向に合致しているのに対し、溝３はそれより

も北で東に振れていることには注意が必要である。いずれにせよ小規模な調査であり、これ以上区画のひろがり

や方位の問題に言及できないが、この調査区付近の南北方向の区画についても今後検討していかなければならな

い。

⑷　まとめ
　本調査区は小規模なものであったが、地形や遺構の広がりについて新たな知見を得ることができた。

　まず、岡山大学鹿田地区の南東側で微高地状の安定した土地の広がりの範囲を確認できたことがある。本調査

区の北西約20ｍに位置する第14次調査（病棟Ⅱ期）の土層と比較すると、対応するとみられる土層の上面の標高

は本調査区にむかって緩やかに下るものの、低湿地状の堆積物は観察されず、比較的安定した状態を示すもので

あった。また、本調査区の北約30ｍの位置にある第18次調査ｂ点（防火水槽地点）では、近世の河道が東から西

　　図23　弥生時代遺構全体図（縮尺１/100）
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に入り込む状況であったが、その後実施した現在の枝

川東岸護岸の掘削工事では、本調査区より北へ約20ｍ

程度は安定的な土層の堆積状況を確認できた。ｂ地点

の近世河道がどのように走向するか、現在の枝川の流

路が開削された時期がいつなのかという問題もあり、

今後、鹿田地区東側の地形復原のためのデータを蓄積・

検討する必要があろう。

　中世段階には溝や道路状遺構による南北方向を指向

する遺構が確認された。これらの遺構が区画を明示す

るものか否かについても今後のデータの蓄積と検討が

必要となる。本調査区周辺では、現在の枝川東岸より

もさらに東に微高地が広がる可能性があることから、

遺構の広がりについても考慮していかなければならな

いだろう。

　なお、本概報は現時点での暫定的なものであり、正

式な内容は今後の整理・検討を経て刊行する報告書に

よるものとする。 （野崎）

註
１） 岩﨑志保2004「鹿田遺跡第14次調査」『岡山大学埋蔵文

化財調査研究センター　紀要2003』pp.21－25
２） 光本順2005「古墳時代後期から中世における遺構群の変

遷」『津島岡大遺跡15』pp.79－86

第２節　立会調査の概要

１．調査の実施状況

　鹿田地区における2007年度の立会調査は31件を数える。2006年度のそれが５件であったのに比べて、件数は大

きく増加した。その要因としては、南病棟の完成に伴う周辺整備と、中央診療棟の新営に関連する掘削が計画さ

れたことが挙げられる。この２つの工事では、掘削深度が大きく、中世層以下の包含層・遺構が確認できる箇所

があった。病棟関連では、基幹環境整備（道路等）工事＜調査番号４＞、環境整備（道路等）工事＜調査番号

11・17＞、用水路改修工事＜調査番号28＞がそれに該当する。中央診療棟新営に関連する工事では、中央診療棟

屋上防水改修その他工事＜調査番号５＞、中央診療棟新営工事（ガス配管切断工事）＜調査番号７＞が挙げられ

る。また上記以外の工事でも、中世遺構および弥生時代の遺物を確認した高エネルギー治療室改修工事＜調査番

号30＞をはじめ、他２件の立会調査において良好なデータを得た。

　以下では、中世層以下の包含層・遺構を確認した調査地点について報告する。 （光本）

図24　中世遺構全体図（縮尺１/100）
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２．基幹環境整備（道路等）工事：CC13～20、CD13～20区＜調査番号４＞

⑴　調査地点の位置と経過
　本調査は、新築なった病棟の配管工事に伴う立会調査である。管路は、病棟の北辺に設置されるもので、発掘

調査範囲（第11次・第14次調査地点）におさまる汚水配管と、その北側の雨水配管からなる（図25）。掘削予定

深度は汚水配管が深く（地表より約２ｍ）、雨水配管が浅い（約1.2ｍ）計画となった。深い掘削を伴う汚水配管

については、病棟北東部の桝Ｈと病棟から離れる桝Ｉを除き、桝・管路ともに病棟の発掘調査範囲内に可能な限

り収まるように協議を重ねたうえで、掘削が実施されることとなった。

　立会調査は2007年８月１日・２日・６日～10日・20日～22日・24日に実施した。掘削は汚水配管の桝Ａから実

施された。当初の予定通り、桝Ａの北壁付近に第14次調査時の矢板痕跡が認められ、汚水配管が発掘調査区内に

位置することを確認した。しかしながら、隣接する桝Ｂ・Ｃを同時に掘削するに際し、桝Ｃ箇所に近代以下の包

含層が残存していることが判明した。その後、桝Ｃ－Ｄ間の管路の掘削によって、少なくとも、桝Ｃから東へ0.2

ｍの範囲まで包含層が残存していた。この包含層残存部分は、第11次調査と第14次調査の間に位置する。したがっ

て、両調査が年度を違えて実施されたこともあり、両者の間には未調査地が結果的にのこされていた可能性が高

まった。

　この桝Ｃ付近の立会調査の結果、後述のように中世段階の東西溝とピットが検出された。桝Ｄ～Ｇまでの区間

については、既存調査区内に収まるものであった。病棟の調査区（第14次調査）からはずれる汚水桝Ｈ・Ｉにつ

いては、包含層が残存しており、中世段階の溝等を確認した。

　本調査では、汚水桝Ｂ・Ｃ、Ｈ、Ｉの３箇所、および雨水桝１～３において、包含層の良好な残存と遺構の存

在を確認した。以下では、それら地点ごとに成果を概述する。

⑵　汚水桝Ｂ･Ｃ、雨水桝１～３の調査の成果
　汚水桝Ｂ・Ｃは新病棟北辺に位置し、CC19区に

位置する。この桝および桝Ｃから東へ伸びる管路の

一部において、中世段階の溝・ピットを確認した。

また、汚水桝Ｂ・Ｃの北辺に隣接する雨水桝２、お

よびそれより約５ｍ西方の雨水桝１、そして約25ｍ

東方の雨水桝３では、掘削深度が地表より1.1～1.3

ｍであったが、当該汚水桝で確認された溝１と類似

する土層が確認された。その成果も合わせて以下で

報告する。

ａ．層序（図26・27）
　１層は造成土で、上面標高2.50ｍを測る。２層は

青灰色粘土で上面標高1.55ｍ、３層は青灰色粘質土

で上面標高1.47ｍとなり、ともに近代の耕作土と考

えられる。４層は暗茶灰褐色土で上面標高1.41ｍ、

５層は暗茶灰褐色粘質土で上面標高1.10～1.20ｍを

測り、中世段階の土層と考えられる。４層上面から

溝とピットが掘りこまれている。６層は黄灰褐色粘 図25　調査地点の位置（縮尺１/1,000）
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質土で、上面標高0.94～1.05ｍを測る。古墳時代の包含層の可能性がある。７層は暗灰色粘土で上面標高0.88ｍと

なる。この土層は北側に向かって落ちをなす。８層は暗茶灰色粘土で、７層によって北半が切られている。上面

標高は0.61～0.80ｍを測る。９層は淡黄灰白色粘土で上面標高0.60～0.70ｍとなり、弥生時代の基盤層と考えられる。

ｂ．遺構と遺物（図26）
　４層上面において、溝１条とピット３基を確認した。

　溝１　上面標高は1.41ｍ、深さは0.62ｍを測る。桝Ｃ－Ｄ間の管路の調査では、包含層が残存していた東西に約0.2

ｍの範囲ではあるが、本溝の南側の肩を確認している。溝の北に隣接する雨水桝２では、標高1.1～1.37ｍの範囲

で確認された暗青灰色粘質土中に、中世土器片が多く含まれていた。この雨水桝２の土層もまた、位置と土質、

検出レベルからみて、本溝の埋土と考えられる。同様に、雨水桝１で標高1.2～1.4ｍの範囲、および雨水桝３で

標高1.03～1.3ｍ（上面は既設埋土により削平）に堆積する暗青灰色粘質土においても、中世土器小片を多く含む

ものであり、これらも本溝の埋土の可能性が高い。したがって、平面調査と壁面観察から、本溝は鹿田地区調査

グリッドのCCライン付近に東西方向にのびるものと整理することができる。溝の長さは、雨水桝１～３までの

距離で33ｍを測る。溝の幅については定かではないが、雨水桝１～３において北側の肩が平面的に確認されなかっ

たことから、現状で1.6ｍ（溝の南肩～雨水桝２の北辺までの幅）以上の幅を有するものと推定しうる。

　埋土中からは、遺物が２袋分出土した。13世紀末～14世紀初頭頃の高台付土師質土器片が多く出土したほか、

青磁・白磁の破片が出土した１）。

　図26－１～３は、土師質土器椀である。１は、口縁１/２が残存し、口径13.0㎝、底部径6.2㎝、器高4.0㎝を測る。

２は、口縁１/３が残存しており、復元口径12.8㎝、復元底部径5.0㎝、器高4.3㎝を測る。３は、口縁１/４が残存

し、復元口径13.3㎝、器高は現存長で3.2㎝を測る。いずれも、内外面とも灰白色をなす。

　輸入陶磁器としては、青磁杯１点、青磁皿１点、白磁皿１点が出土している。４は、龍泉窯系青磁杯（Ⅲ類）である。

１/４が残存しており、復元口径12.2㎝、復元底部径5.8㎝、器高4.0㎝を測る。胎土は灰白色をなす。緑灰色の釉

が厚く施されており、畳付のみ、掻き取りがなされる。内面には、蓮弁文が描かれる。13世紀後半頃に相当とす

る。５は、白磁皿（Ⅸ類）である。１/４が残存しており、復元口径11.3㎝、復元底部径8.0㎝、器高1.9㎝を測る。

胎土は灰白色をなす。全体に薄く均質に施釉（淡緑灰色）されており、底面の一部が露胎となる。口縁部は口禿

げとなり、淡茶灰色を呈する。13世紀後半頃に相当とする。６は、同安窯系青磁皿の小片で、内面に貫入がみら

れる。釉は淡オリーブ色を呈し、厚めに施される。

　瓦も１点出土している（７）。須恵質の平瓦で、内面に菱形タタキ痕がみられる。胎土は細砂が均質に含まれ、

色調は灰白色をなす。

　本溝と同様にCCライン付近に東西にのびる溝は、第11次・14次調査次では調査範囲からわずかに外れていた

ため、確認されていなかった。一方、本溝と同じラインに位置する、附属病院液酸タンク設置に伴う立会調査（1995

年度実施）では、方向については不明であるが、中世段階の溝が発見されている２）。そのうち、「溝１」と報告

されている遺構は、上面標高1.30ｍ、深さ0.42ｍを測り、本溝よりもやや浅い印象はあるものの、標高という点

では比較的近い。いずれにせよ、厳密な対応関係については判然としないが、本溝の発見によってCCライン付

近に中世段階の区画が存在した可能性が高まったものと考えられる。

　こうした区画は、中世鹿田遺跡の集落構造に関する研究３）を参照すると、同時期の第７次調査地点（医学部

基礎研究棟）の東西大形溝から南へ約50ｍの位置に相当する。また、今後の整理・研究が必要であるが、第９～

11・14次調査地点の南辺でみつかった東西溝から北へ約50ｍの地点にも位置する。したがって、１町をおおよそ

２等分した単位によって、屋敷地を南北に区画していた可能性が、今回の調査によって浮かび上がってきたもの

といえよう。



－37－

第２節　立会調査の概要

図27　東壁土層断面（西から）

図26　汚水枡Ｂ・Ｃ土層断面と溝１出土遺物（縮尺１/40、１/３、１/４）
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　ピット　東壁で確認したピット１・２は、黄灰色粘質土からなるとともに、溝１によって切られている。ピッ

ト１は、径0.33ｍ、深さ0.58ｍを測り、柱痕をのこす。ピット３も溝１によって切られたものと考えられる。ピッ

トからは遺物は出土しなかった。第11次・14次調査区北辺では、中世段階のピットが多く検出されており、今回

のピットもそれらと一連のものと考えられる。

註
１）土器・輸入陶磁器については、山本悦世・岩﨑志保の各氏にご教示いただいた。
２） 山本悦世1996「附属病院液酸タンク設置に伴う調査」『岡山大学構内遺跡調査研究年報』13　1995年度　pp.28－30　岡山

大学埋蔵文化財調査研究センター
３）山本悦世2007「中世の集落構造と推移」『鹿田遺跡５』　pp.153－166　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

⑶　汚水桝Ｈの調査成果
　汚水桝Ｈは、第14次調査地点の北東、CC13区に位置する。新病棟から北東にのびる共同溝に並行するかたち

で設置された桝である。そのため、掘削域の東側は共同溝構築時の埋土となる。この桝では、中世段階と思われ

る３条の溝を確認した。

ａ．層序（図28）
　１層は造成土で、上面標高は2.53ｍを測る。２層は緑青灰色粘質土で、上面標高1.30ｍとなる。近代耕作土と

考えられる。３層は、暗灰色粘質土を呈する土層で、溝によって切られているが、現状で上面標高0.64ｍを測る。

３層もまた溝埋土の可能性もある。

図29　汚水枡H　３層上面検出遺構平面図（縮尺１/40）図28　汚水枡H　土層断面図（縮尺１/40）
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ｂ．遺構と遺物（図29）
　溝１　鹿田地区調査グリッドに沿って南北方向にのびる溝である。溝２・３によって切られているため、規模

については判然としない。埋土は緑灰～灰褐色の粘質土を基本とする。遺物は出土していない。

　溝２・３　３層下面において確認された溝２・３は、上面標高が1.23ｍとなる。溝２は壁面のみで確認したため、

走行方向はわからないが、溝３については、グリッドよりやや東に振れるように見受けられる。この２つの溝は

埋土が類似しており（緑灰色粘質土）、明確な切り合い関係は認識しえなかった。溝２からは、中世土器小片が

多く出土した。

⑷　汚水枡Ⅰの調査成果
　汚水桝ＩはBU10区に位置し、他の桝・管路とは離れた箇所にある。掘削の結果、桝の北半は既設の管路によっ

て包含層がすでに失われていたため、桝南半部の調査を行った。

ａ．層序（図30）
　各層からは目立った遺物が出土していないため、時期推定については遺構の時期や既往の調査との比較によっ

て行った。

　１層は既設の管路に伴う埋土で、上面標高は2.35ｍを測る。２層は淡灰褐色砂質土で、上面標高1.33ｍとなる。

近代の耕作土と考えられる。２層では２条の小型溝（溝２・３）が確認される。３層は暗灰褐色粘質土で、上

面標高1.0ｍを測る。中世遺物を包含する溝１は、本層の上面から掘りこまれている。４層は黄灰褐色砂質土で、

上面標高0.83ｍを測る。５層は青灰色粘質土で、湿地状の

土質を呈する。上面標高は0.76ｍとなる。図示した南壁西

端では10㎝ほどの落ちをなす。６層は淡灰色砂質土で、弥

生時代の基盤層に類似する。上面標高は0.67ｍを測る。７

層は暗灰色砂質土で上面標高0.53ｍを測る。８～10層は、

淡～暗青灰色粘質土で、しまりが強い土層である。これら

の層は谷部や湿地等の土層の可能性がある。上面標高は、

８層で0.40ｍとなる。

ｂ．遺構と遺物（図30）
　溝１　本溝は中世土器片を含むことから、中世段階の溝

の可能性が高い。埋土は黄灰色～灰褐色を基本とする。⑤

層については、基本土層の５層と類似するが、それと比し

て色調が暗く、層下面が５層よりも低くなるように観察さ

れた。⑤層も含めて本溝を理解すれば、溝の深さは0.40ｍ

となる。溝の底面は平坦である。溝の方向については北壁

が既設埋土のため確実ではないが、南北溝である可能性が

高いだろう。

　溝２・３　近代耕作土を掘り込むかたちとなる溝２・３

は、耕作関連の溝と考えられる。溝３には炭・焼土が含ま

れていた。遺物については、両溝からは出土していない。

 （光本）
図30　汚水枡Ⅰ　土層断面図（縮尺１/40）
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３．中央診療棟屋上防水改修その他工事：AS03～07、AV～AX07、AY・BB09区＜調査番号５＞

⑴　調査地点の位置と経過
　本立会調査は、中診棟屋上防水改修工事として、旧混合病棟（現

在は平地の駐車場）の周辺における既設ガス管・排水管改修工事

に伴って、８月６日～９日に実施したものである。そのうち、中

世以前の包含層を確認したのは、２箇所あるガス管切り替え部分

のうちのひとつである。

　このガス管掘削地点は、旧混合病棟の南西隅に位置する（図

31）。BB09区である。1.8ｍ四方を、地表下1.8ｍまで枡状に掘削

されたもので、調査区南半は既設埋土によって占められていたが、

北半については包含層と遺構埋土を確認することができた。

⑵　調査の成果
ａ．層序（図32）
　１層は既設ガス管の埋土である。２層は茶褐色砂質土である。

通常の近代耕作土とは異なり、近現代の最堆積土の可能

性も存在する。２層下面より下は遺構埋土が続き、調査

区底面付近において黄褐色砂質土（３層）を確認した。

しまりが強く、弥生時代の基盤層の可能性がある。

ｂ．遺構と遺物（図32）
　溝１　古墳時代初頭頃の土師器片を含む溝である。上

面は、溝２によって切られている。埋土は暗茶褐色砂質

土となる。溝の方向については確実ではないが、北壁と

東壁で溝の上がりが確認できることから、鹿田地区の調

査グリッドを基準にすると、それにやや斜交し、北東－

南西方向にのびる可能性がある。

　溝２　中世土器片を含む溝である。溝の深さは0.83ｍ

となる。溝を最後に覆った土層である①層は、淡黒灰色

砂質土で焼土と炭を多く含む。溝の方向については、東

壁で溝の上がりが確認されることと、北壁の底面が直線的に西へとのびることから、鹿田地区の調査グリッドに

沿った東西方向の可能性が考えられる。 （光本）

４．環境整備（道路等）工事：ガス配管１　CG08、CF09・10、CG・CH11、CI11区＜調査番号11＞

⑴　調査地点の位置と経過
　新病棟の新営に伴い、周辺環境整備の一環として、ガス管の切り替え・埋設工事が実施された。調査地点は新

病棟東側で、当該年度に発掘調査を実施することとなった防火水槽地点（第18次調査）の北辺・西辺をＬ字上に

囲むような位置関係となる（図33）。

図31　調査地点の位置（縮尺１/1,000）

図32　土層断面図（縮尺１/40）
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　立会調査は10月２日・３日に実施した。管路は0.8～1.0ｍほど

の深度であり、造成土中あるいは近代層までの掘削の範疇におさ

まった。一方、配管がＬ字に屈曲する箇所にあたる管接続部分（Ａ

地点）、および北側管路の東半部（Ｂ地点）では、約1.3ｍの深さ

を掘削することとなった。このＡ地点および・Ｂ地点において、

中世の包含層と複数の遺構を確認した。なお、平面において検出

した遺構については、上部に枡等の重い構造物が設置されないこ

とから、埋土の掘り下げを行わず現状保存することとし、上面を

砂（約30㎝の厚さ）で覆った上で埋め戻しを行っている。

⑵　調査の成果
Ａ地点
ａ．層序（図34）
　１層は造成土で、上面標高は2.35ｍを測る。２層

は青灰色粘質土で、近代耕作土と考えられる。上面

標高は1.01ｍとなる。３～５層は、ｂ－ｂ́ 断面に

おいて５層（淡灰色砂質土）が畦畔状を呈し、その

両側に耕作土と考えられる３層（黄灰色砂質土）・

４層（淡青灰色砂質土）が堆積する。これらの上面

標高は５層上面において0.98ｍとなる。３層上面か

らは近世土坑と考えられる土坑２を確認した。６層

（淡灰色砂質土）・７層（淡黄灰色～淡緑灰色砂質土）

もまた、堆積状況から耕作土と畦畔の関係となる可

能性がある。上面標高は７層上面で0.92ｍを測る。

こうした３～７層の時期については、出土遺物がみ

られなかったため判然としないが、中・近世段階と

想定される。８層は淡緑灰～黄灰色砂質土で上面標

高は0.79ｍを測る。９層は淡黄灰色砂質土で、上面

標高は0.71ｍとなる。本層の上面からは、土坑１や

ピットを検出した。

図33　調査地点の位置（縮尺１/1,000）

図35　A地点土層断面図（縮尺１/40）

図34　A地点検出遺構平面図（縮尺１/40）
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ｂ．遺構と遺物（図34・35）
　中世の土坑１基とピット２基、近世の土坑１基を確認した。

　土坑１　調査区の北東コーナーの９層上面において検出した。発見されたのは全体形の１/４ほどと考えられ

る。平面形は方形を呈する。埋土は黒灰色砂質土であり、炭と中世土器小片を多く含む。平面形から、井戸また

は土壙墓の可能性が想定される。

　ピット　９層上面の平面調査において、２基のピットを検出した。ピット１は径0.17ｍ、ピット２は径0.22ｍ

を測る。

　土坑２　３層上面から掘りこまれた土坑であり、ａ－ａ́ 断面付近に位置する。埋土は黄灰色砂質土となる。

出土遺物はないが、近世土坑の範疇と考えられる。

Ｂ地点
ａ．層序（図36）
　掘削地点は大きな撹乱を受けておらず、四周の壁面および平面を観察することができた。

　１層は造成土で、上面標高は2.53ｍを測る。２層は茶灰色砂質土で1.60ｍ、３層は淡青灰色砂質土で1.49ｍを測

る。２・３層は土質から近代耕作土と考えられる。４層は淡茶灰色砂質土で、上面標高は1.40ｍを測る。５層は

黄灰色砂質土で、上面標高1.30ｍとなる。５層上面から中世溝が掘りこまれており、とくに溝１によって５層の

多くは失われている。６層は淡黄褐色砂質土で上面標高1.18ｍを測る。褐色系をなす色調が特徴的であり、中世

～古墳時代ごろの土層であろう。

ｂ．遺構と遺物（図36）
　遺構は、断面で確認された溝２条のほかに、平面調査でピット３基を検出した。遺物は、中世と考えられる土

器の小片が出土したのみである。

　溝１　５層上面から掘りこまれた、浅い溝状遺構である。埋土は暗灰色砂質土となるが、これは溝２の①層と

類似する。そのため、溝同士の明瞭な切りあい関係は確認できなかった。北壁・南壁ともに同様の土層の堆積が

認められた。埋土には中世土器小片が含まれており、埋没時期を示すものと考えられる。

　溝２　段掘りを呈する溝で、幅0.68ｍ、深さ0.23ｍを測る。５層上面から掘りこまれている。北壁・南壁と、

プランにおいて、南北方向にのびる溝であることを確認した。本溝は中世土器小片を含むため、中世段階のもの

と考えられる。

　ピット　掘削後の６層の平面調査によって、３基のピットを検出した。埋土は、いずれも暗黒灰色粘質土であ

る。１基は径0.4ｍ、のこりは径0.2ｍとなる。 （光本）

図36　B地点土層断面図（縮尺１/40）
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５．用水路改修工事：CJ７～CP12区＜調査番号28＞

⑴　調査地点の位置と調査の経過
　鹿田地区では、南病棟の開設にあわせ、周辺環境整備を実施している。その一環として、南病棟へのアクセス

を円滑にする通路整備のため、鹿田地区の東辺を南流する枝川用水の流路地中化と護岸改修が計画された。計画

範囲は鹿田遺跡に接するものであり、岡山市教育委員会の指導により、当センターが掘削を要する範囲の発掘調

査を実施することとなった。対象地区は、南流してきた枝川が２条に分岐する位置にあたる。分岐点以南の流路

に挟まれた部分は市道である。そこで面的な調査が可能な市道中心部についてはなるべく広く発掘し（鹿田遺跡

第18次調査ｃ地点）、護岸部分については壁面観察を中心とした立会調査とした。

　立会調査地点は、枝川分岐点以南の護岸部分（Ａ地点）、分岐点以北の枝川東岸部分（B地点）である（図

37）。Ａ地点では、護岸が発掘調査範囲の周囲まで迫り、西・北側では包含層はほとんどのこされていなかった。

また、部分的に包含層が確認された場合も、発掘調査の成果

と大過ないものであった。発掘調査範囲の北東にのこされた、

枝川本流を狭めるように最大幅約1.5ｍで張り出した範囲に

ついては、コンクリート片等を含む土砂によって形成された

ものであった。ここには市道と対岸を結ぶ簡易な橋が架けら

れており、架橋のために造成したものとみられる。結果とし

てＡ地点では包含層はほとんど確認されなかったため、ここ

では包含層を確認したB地点の調査結果を報告する。なお、

調査は工事の工程に合わせて１月25・28日、２月５・６日、

３月６日に実施した。

⑵　調査の成果
ａ．層序と地形（図38・39）
　本調査地点では遺物が出土していないため、各層の所属時

期は明らかではない。６、７、10層については、第18次調査

（ｃ地点）の調査成果を参考に時期を推定した。

　１層は近代以降の造成土で、上面の標高は1.7～2.0ｍである。２層は

灰橙茶褐色砂質土で、上面の標高は約1.35～1.4ｍである。近代の土層と

考えられる。３層は灰茶褐色砂質土で、上面の標高は1.25～1.4ｍである。

４層は明橙灰白色砂質土で、上面の標高は約1.15～1.28ｍである。５層

は淡灰白色砂質土で、上面の標高は約1.15ｍである。３～５層は上下の

土層との関係から、中世～近世に属すると推測されるが、各土層の時期

は限定できない。

　６層は明灰褐色砂質土で、上面の標高は約1.1ｍである。土質や標高

から、第18次調査（ｃ地点）の６層に対応すると考えられ、中世の堆積

層とみられる。７層は淡灰茶褐色砂質土で、上面の標高は0.95～1.0ｍで

あり、これも第18次調査（ｃ地点）の７層に対応するとみられ、中世層

と考えられる。８層は明灰白色砂質土で、上面の標高は0.85～0.9ｍであ

る。９層は明灰茶褐色砂質土で、上面の標高は約0.8mである。８、９

　図37　調査地点の位置（縮尺１/1,000）

　図38　土層断面の位置（縮尺１/400）
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層についても上下の土層との関係からは弥生時代以降中世までに属する土層となるが、遺物が出土していないた

め、それ以上の時期を限定できない。10層は暗褐色弱粘質土で、上面の標高は約0.7～0.75mである。第18次調査（ｃ

地点）の10層に対応していると考えられ、弥生時代の土層とみられる。

　11層は淡灰褐色弱粘質土で、上面の標高は約0.6～0.7ｍである。12層は明灰褐色弱粘質土で、上面の標高は約0.5

～0.6ｍである。13層は暗灰茶褐色弱粘質土で、上面の標高は約0.4～0.5ｍである。14層は明灰褐色粘土で、上面

の標高は約0.4m前後である。湿地状の堆積層と考えられる。15層は暗灰褐色粘土で、上面の標高は0.25ｍである。

本層も湿地状の堆積層とみられる。

地形

　各層の上面の標高は、北から南にむかって緩やかに下がるものの、高低差は10cm前後におさまり、ほぼ水平

な堆積状況を呈している。９層よりも上位は灰褐色から茶褐色を呈する砂質土がほぼ水平に堆積し、安定した微

高地が形成されていたことが推測される。第18次調査（ｃ地点）周辺を含めれば、南北約40ｍの範囲で安定的な

微高地が広がっていたこととなる。

　10層以下は粘質土層や粘土層が堆積しており、特に14・15層は粘性の強い粘土層である。土層から弥生時代以

前は湿地状の地形が広がっていたことが推測される。

図39　B地点土層断面図（縮尺１/60）
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ｂ．遺構（図39）
　遺構は４、５、６、７、10層上面から掘削されている。いずれも断面観察で落ち込みを確認したのみであり、

それぞれの遺構の機能や性格については、すべてを明らかにしえていない。

　４層上面からは遺構①が掘削される。明茶褐色土ブロックを多く含む明橙灰白色砂質土の埋土で、幅約1.8ｍ、

深さ約0.65ｍ、逆台形状の掘り方を有する。掘り方の形状や埋土から溝状の遺構と推定される。

　５層上面からは遺構②・③が掘削されている。埋土は②が明灰褐色砂質土、③が淡灰白色砂質土である。いず

れも一部を別遺構に切られている。残存部の規模は②が幅約0.4ｍ、深さ約0.2ｍ、③が幅約0.3ｍ、深さ約0.15ｍ

と小規模である。これらは浅く、小規模で不安定であり、遺構ではない可能性もある。

　６層上面からは遺構④～⑧が掘削されている。埋土は粗砂を多く含む⑤以外は灰～灰褐色砂質土である。⑤は

粗砂を多く含むほか、礫や炭小片をわずかに含む埋土である。掘り方の形状は、④、⑤は逆台形状の掘り方、⑥・

⑦は逆三角形状の掘り方を呈する。それぞれの規模は、④が幅約0.75ｍ、深さ約0.5ｍ、⑤が幅約0.55ｍ、深さ約0.4ｍ、

⑥が幅約0.8ｍ、深さ約0.4ｍ、⑦が幅約0.6ｍ、深さ約0.3ｍとなる。⑧は北半を攪乱によって切られており、全形

は不明な点が多いが、浅い皿状の掘り方を呈すると推測される。埋土は明灰褐色砂質土、規模は、残存幅が約0.55

ｍ、深さ約0.2ｍである。土層から中世の遺構と考えられる。

　７層上面からは遺構⑨・⑩が掘削されている。埋土は⑨が暗灰褐色砂質土、⑩が明灰白色砂質土である。残存

部の規模は⑨が幅約0.8ｍ、深さ約0.35ｍ、⑩が幅約1.45ｍ、深さ約0.2ｍとなる。掘り方の形状は⑨が半円形を呈

するが、⑩は浅くたわみ状に落ち込むものであり、遺構ではない可能性もある。土層から中世に属すると考えら

れる。

　10層上面からは遺構⑪が掘削されている。埋土は暗緑褐色～暗灰褐色弱粘質土で、炭化物をわずかに含む。規

模は幅約1.2ｍ、深さ約0.3ｍで、掘り方の形状はやや不整形な浅い逆台形状を呈する。時期については、土層か

ら弥生時代のものと考えられる。第18次調査ｃ地点でも浅い土坑状の遺構が確認されており、埋土や断面形の形

状や規模に類似点がみられることも時期を考えるうえで参考になろう。

ｃ．まとめ
　今回の調査では、発掘調査を実施した第18次調査ｃ地点も含め、弥生時代以降、安定した微高地が南北約40ｍ

にわたって広がっていたことが確認された。また、遺構・遺物の分布が稀薄であることも推測された。

　本調査範囲の周辺における既往の調査には、鹿田遺跡第３・４次調査（現保健学科棟ほか）、第14次調査（南

病棟Ⅱ期）、第18次調査（ｂ地点）などの発掘調査ほか、枝川分岐点より派生する支流西岸の護岸工事に伴う立

会調査がある。

　このうち、護岸工事に伴う立会調査は第18次調査（ｃ地点）の西に水路を挟んで接し、分岐点から南に約80ｍ

の範囲で土層を確認したものである。その成果を参照すれば、分岐点付近は今回の調査と同様、微高地となって

いるものの、その南は約60～70ｍの範囲で低い地形が確認されている。したがって、今回の調査で確認された微

高地の南端は、第18次調査（ｃ地点）の南辺より大きく南にはのびないと考えられる。

　また、Ｂ地点の北西約15ｍに位置する第18次調査（ｂ地点）では、枝川より西側に入り込む東西方向の近世河

道北岸部分が検出された。また、この河道の西岸位置に関しても、ｂ地点の西側に位置する第14次調査地点間に

おいて実施した立会調査、あるいは第14次調査地点の調査では微高地の広がりが確認されていることから、ｂ地

点の西端部付近に求められる。さらに、今回の調査では、Ｂ地点の北端まで確認した微高地状の安定した土地が

枝川の西側にも広がると想定されるため、ｂ地点で検出された河道は、その西側や南側にさらにのびるわけではな

く、枝川から西に入り込んだ入り江状の地形を呈することとなる。本書第２章第１節で指摘した船着き場状の施設

であるとの想定は、今回の調査によって南側の地形が復元されたことで、さらに補強できたこととなる。 （野崎）
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６．高エネルギー治療室改修工事：BE33区＜調査番号30＞

⑴　調査地点の位置と経過
　外来診療棟（第１次調査地点）の南に位置する、高エネルギー治療室を改修するにあたり、同所の北西隅を、

南北２ｍ×東西３ｍ、深さ約1.4ｍの範囲で掘削する計画がなされた（図40）。建物際は、建設時の埋土となる一方、

その周辺において包含層が残存している可能性が高いと判断されたため、立会調査を実施することとなった。

　調査は２月５日に実施した。その結果、調査区内は、建物埋土（建物から約0.5ｍ幅）、および調査区西半にお

いて南北方向の既設管路埋土（幅0.7ｍ）によって、包含層が大きく損なわれていた。しかしそうした中、調査

区西壁より0.25ｍ幅と、一部中央付近（0.4ｍ幅）において、包含層が残存することが判明した。西壁を中心とす

る包含層の調査によって、中世～近代の溝と畦畔や、弥生時代後期～古墳時代初頭土器片を確認した。

⑵　調査の成果
ａ．層序（図41）
　１層は造成土である。２層は暗青灰色粘土であり、近代耕作土

と考えられる。２層直下の土層は畦畔として加工がなされており、

２層はこの畦畔に伴う耕作土と考えられる。畦畔をなす層は、い

くつかの段階の遺構埋土によって構成される。

ｂ．遺構と遺物
　西壁で観察した断面形状から溝と推定されるものが４条、溝等

の何らかの遺構埋土の可能性が存在するものが２基（「遺構１・

２」）、ピット１基、畦畔１条を確認した。ただし東壁方向が現状

建物となり、主に西壁の検討によるため、溝と認識したものが、

別種の遺構となる可能性も存在する。

各遺構の構築段階　切り合い関係と、埋土の内容を含む遺

構間の関係から、遺構の構築段階については次のように推

定する。

　Ａ段階：遺構１→Ｂ段階：溝１・溝２→Ｃ段階：溝３→

Ｄ段階：遺構２→Ｅ段階：畦畔・溝４

　このうち、Ａ：遺構１には弥生時代後期の土器片が、Ｃ：

溝３には中世土器小片が含まれていた。また、Ｅ：溝４を

畦畔に伴うものとすると、この段階は近代と推定される。

少なくとも中世段階には溝がつくられ、同様の位置に近代

の段階で畦畔が形成される状況から、東西方向の区画が存

在していた可能性が考えられる。なお、ピットについては、

切り合い関係からＡ段階の後であり、かつＢ段階の溝１よ

り前の時期に形成されている。

　以下、段階ごとに遺構の内容を記述する。

Ａ段階：遺構１　暗黄灰色砂質土からなる埋土によって構

成される。北側に下がるように堆積する土層である。性格

図40　調査地点の位置（縮尺１/40）

図41　土層断面図（縮尺１/40）
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は判然としないが、自然地形の落ちの可能性もある。埋土中からは、弥生時代後期～古墳時代初頭の土器片が１

袋分出土した。鹿田遺跡では、外来診療棟建物付近において当該期の集落が密集することがこれまで判明してお

り、本調査もまたそれを裏付ける成果といえる。

Ｂ段階：溝１　灰色～暗灰褐色の砂質土の埋土からなる。深さ0.38ｍ以上、幅0.55ｍ以上を測る。遺物の出土は 

ない。

　溝２　埋土は溝１と類似し、暗灰褐色～灰色砂質土となる。深さ0.45ｍ、幅0.35ｍ以上となる。出土遺物なし。

Ｃ段階：溝３　近代畦畔部分に位置する溝である。少量の中世土器小片が含まれていた。幅0.71ｍ、深さ0.32ｍ

を測る。埋土は暗灰黄色～明黄灰色砂質土となる。

Ｄ段階：遺構２　溝３を切るかたちで北側に形成された遺構である。垂直気味に落ちており、ピットの可能性も

ある。灰色砂質土からなる。遺物は出土していない。

Ｅ段階：溝４　幅0.76ｍ、深さ0.45ｍを測る。埋土は基本土層２層と類似しており、青灰色粘質土によって構成

される。遺物は出土していない。

　畦畔　幅1.35ｍ、高さ0.30を測る。土地を削り出して作られた畦畔である。

その他の遺構：ピット１　柱痕をのこすピットであり、径0.35ｍ、深さ0.17ｍ以上となる。埋土は暗灰黄色砂質

土となる。 （光本）

７．その他

　鹿田地区の立会調査では、上述のほか、中世層にまで掘削が及んだ地点が四箇所＜調査番号７・10・17・27＞

存在するため、それら土層断面を柱状図（図42）で示す。

　このうち、中央診療棟新営工事（ガス配管切断工事）に伴う立会調査＜調査番号７、BT11区＞では、遺構埋

土が確認された。この掘削箇所は、上述の基幹環境整備（道路等）工事の汚水桝Ｉ地点の北側に位置する。灰褐

色砂質土となるこの遺構埋土は、当該汚水桝

Ｉで発見された中世の南北溝を構成するもの

と考えられる。

　環境整備（道路等）工事：ガス配管２（調

査番号17）のCN14・15区では、標高1.2mに

おいて、何らかの遺構埋土の可能性が高いと

思われる、中世土器小片を含む①層：暗黄灰

色砂質土を確認した。また、①層と同様の標

高において、ピットと思われるプランを３基、

平面的に確認した。いずれのピット状遺構も、

淡茶灰色質土からなる。

　その他、基幹整備（電気設備）工事（調査

番号10、CO42、CV36）における、エネルギー

センター南東隅の掘削箇所にて、また、総合

研究棟（医学系）新営その他工事（調査番号

27、BT・BO65）においても、中世土層を一

部確認している。 （光本）
図42　土層柱状図（縮尺１/40）
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表２　2007年度鹿田地区調査一覧

番号 種類 構内座標 所属 調　　査　　名　　称 調査期間
掘削深度
（GL-m）

内　　　　　　　容

1a 発掘 BT13～BY20 医病 中央診療棟予定地（旧厨房棟跡地）
10.10～
08.3.14

1.6～2.5
弥生時代後期～近世の集落、井戸26基･溝29条ほ
か遺構多数、井戸枠･下駄などの木製品、五輪塔、
ウシの骨、ほか土器多数

1b 発掘 CG～CI9～10 医病 防火水槽設置地点 10.16～11.1 4.0
古代後半の井戸、近世の入り江状遺構・護岸施設・
杭、古代～近世遺物

1c 発掘
CM～CN９・10、

CO10･11
医病 用水路改修地点

12.27～
08.1.16

1.6～1.9
弥生時代土坑1基、溝３条ほか、弥生～中世土器
片

2 立会 CM45 医病 エネルギーセンター棟Ⅱ期新営工事： 配水管漏水 4.2 0.85 既設埋土中

3 立会 BB～BE11、BD10 医病 旧混合病棟改修その他工事 6.26、7.4 0.7、1.5
6.26: 既設配管への接続工事、GL－1.5ｍ、既設埋
土中／7.4: GL－0.7ｍ、造成土内

4 立会
CC13～20、CD13

～20
医病 基幹環境整備（道路等）工事

8.1･2･6～
10･20～
22･24

1.2～2.2 基盤層まで掘削、中世東西・南北溝確認

5 立会
AS03～07、AV
～AX07、AY・

BB09
医病 中診棟屋上防水改修その他工事 8.6～9

0.6～0.9、
1.4、1.8

ガス管１: GL－1.8ｍ、中世東西溝、古墳時代南北
溝確認／ガス管２: GL－1.4ｍ、既設内／排水管10
箇所: GL－0.6～0.9ｍ、一部で近代層確認

6 立会 CO～CV45 医病 エネルギーセンター基幹整備工事： 外構 8.8 0.9～1.2 造成土内

7 立会 BT11 医病 中央診療棟新営工事： ガス配管切断工事 8.30 1.28 中世溝埋土確認

8 立会
BT15・17･19・
20、BV16～18、
BX15・17・19･2

医病 中央診療棟新営工事： 発掘調査地内の土壌調査 8.30 0.5～0.7 造成土内～近代層上面

9 立会 CS～CV36 医病 エネルギーセンター棟Ⅱ期新営機械設備工事 9.11 0.9～1.6 既掘内～一部近世層まで掘削

10 立会 CO42、CV36 医病 基幹整備（電気設備）工事 9.25･26 1.3～1.65 中世層まで掘削、遺構埋土確認

11 立会 CG08、CF09・10、
CG・CH11、CI11 医病 環境整備（道路等）工事： ガス配管１ 10.2･3 0.85～1.3

10.2: GL－0.85～1.3ｍ、中世井戸（または墓）、ピッ
ト等確認／10.3: GL－1.0～1.3ｍ、中世溝２条、ピッ
ト確認

12 立会 CG・CH10 医病 環境整備（道路等）工事： 支障ガス管撤去 10.10 0.6～1.1 既設内

13 立会 CM14 医病 環境整備（道路等）工事： 既存ガス管確認 10.10 0.85 既設内

14 立会 CG～CI09 医病 環境整備（道路等）工事： 防火水槽支障物撤去 10.11  0.8～0.9 造成土内

15 立会 CM22～24 医病 環境整備（道路等）工事： 雨水枡 10.12 1.1～1.3 造成土内、包含層確認

16 立会 CL12 医病 環境整備（道路等）工事： 構造物撤去（トラフ） 10.29 0.8 既設内

17 立会 CL12、CM13、
CN14・15 医病 環境整備（道路等）工事： ガス配管２ 11.2 1.0～1.2 中世層、中世遺構埋土確認

18 立会 CN19 医病 環境整備（道路等）工事： 沈下棒設置 11.9 0.6 造成土内

19 立会 CK09 医病 用水路改修に伴う電柱取設 11.26 1.7 河道埋土、板材出土（近世か）

20 立会 BC51・52、BD52 医 記念会館新営その他工事： 機械設備工事（ガス配
管）

11.27･28 0.8～1.1 既掘内

21 立会 CG08、CI08 医病 環境整備（道路等）工事： 樹木移植 11.28 0.5～0.8 造成土内

22 立会 BE～BJ50・51 医 記念会館新営その他工事 12.6･9 0.75、1.3 12.6: GL－0.75ｍ、造成土内／12.9: 基礎確認のた
めの掘削、GL－1.3ｍ、包含層確認

23 立会 CM・CN12 医病 環境整備（道路等）工事： 水道管撤去 12.6･7･18 0.9、1.2 12.6･7: GL－0.9ｍ、近代層確認／12.18: GL－1.2ｍ、
近世層確認

24 立会 CK07、CL08 医病 樹木移植 12.12･13 0.75～0.8 近世層確認

25 立会 CM09・10、CN10 医病 支障水道配管撤去 12.18 1.2 中～近世層確認

26 立会 DB33・34 医病 看護師宿舎耐震改修電気設備工事 12.18 1.3 近世層確認

27 立会 BT・BU65 医 総合研究棟（医学系）新営その他工事 08.1.22 1.35 中世層確認

28 立会 CJ7～CP12 医病 用水路改修工事 08.1.25･28･
31、2.4･5･6 1.7～2.0 包含層及び枝川東側で微高地確認

29 立会 CI51・52、CJ52、
CJ55 医 体育館及び武道場改修機械設備工事 08.2.4 0.6 造成土内

30 立会 BE33 医病 高エネルギー治療室改修工事 08.2.5 1.4 近代～中世？の畦畔と溝確認、弥生後期土器出土

31 立会 CL49～63 医 防球ネット設置工事： 建柱 08.2.25 2 10箇所、基盤層まで掘削

32 立会 AT53 医病 正門周辺路面改修工事 08.3.21 1.35 近世層確認
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第２節　立会調査の概要

図43　2007年度の調査地点【２】－鹿田地区－（縮尺１/2,500）




