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序

1998年度における当センターの事業は,あいつぐ発掘調査への対応で追われることとな りま

した。鹿田地区では,前年度から継続している医学部校舎 (基礎医学棟)新営地の調査のほか

に,医学部附属病院のRI治療室新営と2000平方メー トルをこえる面積の病棟新営に伴 う発掘

調査を実施 しました。津島地区では,コ ラボレーションセンター新営と環境理工学部校舎第 2

期工事に伴 う調査が続きました。

鹿田地区医学部校舎の調査では,現在の鹿田地域一帯の地割 り方位にそって東西・南北にの

びる中世の大溝を確認し,こ の溝で囲まれた一面には井戸や建物の柱跡が密集する集落がひろ

がっていました。大溝からは,猿回しの猿をかたどり顔や烏帽子に朱を施 した木製品が出土

し,稀少資料として学会やマスコミの注目をあびたところです。ちょうど鎌倉時代の『吾妻

鏡』には美作で手に入れた猿に烏帽子装束を着けて舞わせたという記事があり,こ の種技芸の

歴史をたどるうえで貴重な資料となりそ うです。

また,病棟新営地の調査でも中世の溝・建物柱穴・井戸・木棺墓などを確認して消 り,木の

幹の一面を削りだしてまじないの文字を書きつけた呪符木簡など,貴重な遺物の発見もありま

した。本年度は,と りわけ中世の鹿田遺跡を考えるうえで特筆すべき成果を得た年 といえるか

もしれません。

一方 ,発掘現場に追われて室内作業が停滞したことは遺憾でありました。予定 していた報告

書の刊行を先仲ばしにせざるをえなかったわけですが,今後早い時期に遅れを取 り戻すよう努

めたいと思っています。

ともあれ ,数多 くの発掘調査を大過なく終えることができたのは,事務局及び関係部局の真

摯な協力によるところが多 く,各機関 。各位にあらためてお礼を申し上げる次第です。

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター長

稲  田  孝  司





例   百

1 本報告は岡山大学埋蔵文化財調査研究センターが岡山大学構内において1998年 4月 1日 か

ら1999年 3月 31日 までに実施した埋蔵文化財の調査と保存 ,お よび活動成果をまとめたもの

である。

2 大学構内の埋蔵文化財の調査に際しては,設定基準を次のように定めた。

1)津島地区では,国土座標第 V座標系 (X=-144,500m,Y=-37,000m)を 起点とし,

真北を基軸とした構内座標を設定した。一辺50mの方形区画である。また,同地区では

調査の便宜上 ,大きく津島北地区と同南地区に三分する (図 37)。

2)鹿田地区では,国土座標第 V座標系 (X=-149,800m,Y=-37,400m)を 起点とし,

座標軸をN-15° 一Eに振ったものを基軸とした構内座標を設定した。

3)本文中で用いる方位は,津島地区・鹿田地区は真北を,他は磁北を用いている。

4)地区割については,任意の場合もある。

3 岡山大学構内の遺跡の名称は,周知の遺跡の場合はそのまま踏襲する。津島地区構内につ

いては,全域を「津島岡大遺跡」と総称する。三朝地区の発掘調査地点は小字名をとり「福

呂遺跡」と呼称する。他地区は任意の名称で仮称する。

4 調査名称は ,「発掘調査」に分類 したものについては,各遺跡毎に調査順に従って次数番号

で呼称 し,「試掘調査」「立会調査」に分類 したものは,任意の名称を用いる。

5 「発掘調査」についての記述は現段階における概要であり,詳細は正式報告に依って頂き

たい。「試掘調査」については,本年報での記述を正式報告にかえる。

6 表に記載 した所属部は,原則として各学部の頭文字を略号として用いている。また,表中

で使用している距離の単位は「m(メ ー トル)」 に統一 している。

7 本号より,附表 2-(2)に 掲載する調査一覧については,中世以前のみとし,その他に

ついては除外した。未掲載のデータについては,当 センケーにおいて管理 している。

8 本文 。日次・挿図 。写真などで使用の調査番号は表 1と 一致する。

9 本文は調査員が分担執筆 し,執筆者名を末尾に記した。

10 編集は稲田孝司センター長の指導のもとに,小林青樹が担当した。

11 本年報に掲載の地形図は,すべて国土地理院発行の 1/25000「岡山北部J 。「倉敷」を複

写したものである。
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