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第 1節 発掘調査の概要

1.津 島 岡 大 遺 跡 第 27次調 査 備J立五十周年記念館 津島南 BB14。 15、 BC14・ 15区 )

a.調査の成果

本調査では近世の土坑、中世の上坑、溝、畦畔、弥生時代後期から古墳時代前期の溝、弥生時代前期の水田畦

畔、土坑、縄文時代後期の炉、土坑を検出した。これらの内、中世から近世については、昨年度の紀要において

報告済みであるので、今回は縄文時代から古墳時代を中心に報告する。

検出した遺構の内、弥生時代前期の畦畔は新旧の 2面 を検出した。両者は大きさや形態などの点で違いがみら

れ、稲作の導入過程を考える上で貴重な資料であると思われる。縄文時代の炉は 3基検出したが、その内 2基は

径が3.5m以上ある大型の楕円形の窪みを伴 う特異な構造であった。中からは大量の焼土 も出土 してお り、通常

の炉 とは性格が異なると考えられる。遺物は、縄文時代中期 (里木 2式)の深鉢や、虫をかたどったと思われる

弥生時代の土製品などの希少な遺物が出土 した。

なお、本調査については、すでに『津島岡大遺跡13』 において正報告を行っているため、詳細についてはそれ

を参照されたい。

調査期間:2002年 1月 17日 ～6月 24日 調査面積 :1648m2

調査体制 :高田浩司 (主任)、 山本悦世、岩崎志保、野崎貴博

主な遺構・遺物 :近世の土坑 3基、中世の土坑 1基、溝 3条、条里

関連の大畦畔、弥生時代後期から古墳時代前半期の溝 8

条、弥生時代前期の水田畦畔 2面、縄文時代後期の炉 3

基、土坑 3基、縄文時代中期～後期の土器・石器、突帯文

土器、弥生時代の土製品
Ｎ
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b.調 査の経過

昨年度からの継続で調査を行い、古墳時代前期～弥生時代後期に属する遺

構の調査を4月 中旬に終えた。その後、弥生時代前期の水田面を検出し、4

月末には縄文時代の遺構面まで掘 り下げを行い、炉の調査などを行つた。ま

た、最終的な遺構・遺物の有無の確認を行うために、縄文時代後期の遺構面

からさらに掘 り下げを行つたところ、縄文時代中期の土器片やサヌカイト製

の石器が出土 した。 6月 24日 にすべての作業を終え、調査を終了した。

本調査は、構内遺跡における通常の調査 と異なり、岡山大学創立五十周年

記念事業後援会が本学構内において行う建設事業に伴うものであった。そこ

で、記念事業終了までに予算の執行を終える必要があつたため、2003年 5月

に本調査の報告書を刊行 した。
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l本調査地点
2第 26次調査地点

(事務局本部棟 共同溝)

3第23次調査地点
(文化科学系総合研究棟)

図 1第27次調査地点位置図
(縮尺 1/4,000)

-1-



|

b

◆ d

7
8
9

16

0

30m
3~

|

上層断面位置

―

1造成上
2灰色～暗青灰色砂質土
3明褐色砂質土
4黄橙褐色～橙灰褐色砂質土
5褐色砂質土
6明褐色砂質上

7褐色砂混じり粘質土
8灰色～灰白色粘質土
9灰色粘質上
10暗灰色粘質土
11 暗灰色砂質土
12青灰色砂質土～淡黒灰色粘質土

図 2 第27次調査土層断面図 (縮尺 1/50)

13灰 褐色砂質土

14青 灰色～灰褐色砂質土

15暗 灰色砂質上

16暗 褐色砂質土

17黒 褐色粘質上

18黄 褐色砂質土
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□ 縄文時代の遺構厖Zコ 中世の遺構 ※他は弥生～占墳時代の遺構

図 3 第27次調査遺構全体図 (縮尺 1/350)
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第1章 津島岡大遺跡の調査研究

c,調 査の概要

①層序

1層 :旧 日本陸軍による屯営地建設に伴う造成上。現地表面の標高は約3,9mである。 2層 :灰色から暗青灰

色を呈する砂質土で、明治期の耕作土である。 3層 :明褐色砂質土で、近世の包含層である。 4～ 6層 :褐色～

橙灰褐色土である。 4～ 6層 は砂質土で、7層 は粘質土である。これらの層において、条里の坪境と思われる位

置で大畦畔を南北方向に検出した。大畦畔は、少なくとも5回のつくり直しが行われていた。これらの層はいず

れも中世に属する。 8・ 9層 :灰色～灰白色の粘質土で、調査区北西部分において8層上面で東西方向の溝を、

9層上面においてピットを検出した。中世の包含層である。10層 :暗灰色粘質土である。この層まではほぼ水平

な堆積がみられるが、これより下層では調査区の南東と北西に谷が形成されるようになる。古墳時代後期の包含

層である。11～ 15層 :灰色を基調とする砂質土で、調査区南東と北西に形成された谷部のみに堆積する土層であ

る。弥生時代前期から古墳時代に属する。16層 :褐色の砂質土で全体にマンガンを多く含む。微高地東半の一部

のみに堆積する土層である。出土遺物はなかったが、層位的関係から弥生時代前期に属すると考えられる。17

層:津島地区で「黒色土Jと 呼称されている鍵層で、上面が弥生時代前期に比定される。上面において調査区南

東の谷部と微高地上において水田畦畔を検出した。上面の標高は1.9～ 2.5mで ある。18層 :責褐色砂質土であ

る。上面において縄文時代後期の炉や土坑などの遺構を検出した。また、上面から20～ 30cm下の層中から縄文

時代中期の土器片、サヌカイト製の石器が出土した。

②地形

調査区の地形は、縄文から古墳時代までは調査区の南東と北西において、北東から南西方向にほぼ平行しては

しる2つ の谷部が存在し、それらの間に幅20～ 25mほ どの狭い微高地が形成されている。縄文時代後期の段階

では、谷と微高地の比高差が南西の谷で約1.2m、 北西の谷で約0.5mである。その後、谷の堆積が進み古墳時代

後期にはほぼ埋没し、以後は平坦な地形となっている。

③遺構 。遺物の概要

(弥生時代後期～古墳時代前半期〉溝を微高地上において8条検出した。その内、 6条の溝は微高地がのびる方

向に沿つて、北東から南西にはしる。他の 2条の内、 1条 は微高地を北西から南東方向に横断し、もう1条は微

高地上でL字状に屈曲する。

(弥生時代前期〉いわゆる「黒色土」の上面において、弥生時代前期に属する水田畦畔を2面検出した。古い段

階の畦畔が微高地上につくられ、それを切って新しい段階の畦畔が調査区南東の谷の落ち際に沿ってつくられて

いた。古段階の畦畔は1区画の面積が15m2以 上あり大きく、またいびつな形態をしていたのに対 して、新段階

の畦畔では2m2ほ どと小型で、比較的整った形態を呈していた。

(縄文時代〉縄文時代中期の土器片とサヌカイト製の石器が、縄文後期遺構の基盤層である18層 中から出土 し

た。また、縄文時代後期に属する遺構として、炉 3基、土坑 3基、ピット13基を検出した。この内2基の炉は、

径が3.6～4.6mに 及ぶ大型の土坑に径が1,0～ 1.3mの 小型の土坑が取 り付 く特異な構造であつた。実際に火を

用いて炉として使用されたのは炭の出土状況などから小型の土坑部分であると思われるが、大型の土坑内からも

非常によく焼けた焼土塊が多量に出土し、中には40cm以上あるものも含まれていた。 (高 田浩司 )
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2.津 島 岡 大 遺 跡 第 28次調 査 (自然科学系総合研究棟
的・共同溝 津島 AW～AY06～ 08区】D

a.調査の成果

本調査では、上層において現代の石組溝 。近代から中世にわたる耕作痕を、黒色土層上面で調査区のほt譲 1/3
の面積にわたる弥生時代前期の水田畦畔を検出した。また、住居の存在が期待された縄文時代後期の遣構は土坑・

ピットのみであったが、多種にわたる石器類が出土したほか焼土が散見されたことから、本地点は居住域から離れ

た地点でも食料の加工等短期的な作業場である可能性が考えられる。今回の調査では弥生時代前期の水田畦畔及

び縄文時代後期集落の広がりを押さえるという点で、津島岡大遺跡を評価する際の有用なデータを得ることがで

きた。なお津島岡大遺跡では初の玉類となる馬瑞製勾玉が、共同溝調査区の中世～古代包含層から出土している。

調査期間:2002年 4月 15日 ～ 9月 20日 、2002年 11月 28日 ～2003年 1月 15日  調査面積 :1798m2

調査担当:忽那敬三 (主任 )、 山本悦世、岩崎志保、高田浩司、野崎貴博、横田美香

主な遺構・遺物 :現代の石組溝 2、 近代～近世の上坑 1(野壼)・ 鋤痕多数、中世～古代の畝 2・ 溝

4・ 土坑 2、 弥生時代後期～中期の溝 3、 弥生時代前期の水田畦畔 (約 55枚 )、 縄文時代後期

の土坑 3・ ピット約140、 鳴瑞製勾玉、弥生時代後期～中期の板材・壼甕を主体とする土器、

打製石包丁、突帯文土器、縄文時代後期の深鉢等土器、敲石・石皿・石鍬等石器類、焼土・炭化物

b.調 査の経過

調査の契機 2002年 2月 、工学部 2号館東側の駐車場を中心とした区域に、総合研究棟の建設が計画された。第

7次調査 をはじめとする周辺の過去の調査等から遺構の存在が確実 と考えられたため、調査員 4名 。期間約

9,3カ 月の予定で発掘調査を実施することとなった。

本体調査区 2002年 4月 15日 から表土掘削を開始 し、 4月 24日 より本調査に入った。近世・中世・古代の遺構面

の調査ののち、 6月 27日 からは調査員及び作業員を増員し古墳時代以降の遺構面を調査 し9月 20日 に終了した。

共同溝調査区 11月 28日 より表土掘削 を始め、近代・中世・弥生時代前

期・縄文時代後期の各遺構面について2003年 1月 15日 まで調査にあたった。

c.調 査の概要

①層序

1層 :旧陸軍による造成土である。現地表面は、標高4.35～4.83mで ある。

2層 :近代 (明 治期)の耕作土で、標高は3.45m前 後である。

3層 :近世の耕作土である。鋤痕が検出されている。

4層 :中世の耕作土である。畝と溝、土坑が検出されている。

5層 :中世～古墳時代後期の遺物を含む。中世の造成によるとみられる。

6・ 7層 :古墳～弥生時代の遺物を含む。本体調査区北半のみに堆積 し、

層位から古墳時代の層であると考えられる。

8層 :弥生時代後期～中期の層で本体調査区北辺に溝がつ くられる。

9層 :弥生時代前期の層である。本体調査区北半のみに堆積する。共同溝

調査区にも対応する層が存在する。

10層 :弥生時代前期の土層で、11層上面につ くられる畦畔を覆う。本体部分

0                  100m

l 本調査地点    3第 7次調査地点

2第 6次 調査地点   (情報工学科校舎)

(生物応用工学科棟) 4第 5次 調査地点

(自 然科学研究科棟)

図 4第28次調査地点位置図
(縮尺 1/4,000)
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南端では、削平されている箇所がある。

H層 :弥生時代前期と考えられる土層である。津島地区一帯に広がるいわゆる黒色土で、標高は1,95～ 2.83m

を測る。上面に水田を形成 し、遺物は突帯文土器を表層に若干含む。

12層 :高所に広がる縄文時代後期の黄褐色土層である。遺物は、焼土・炭化物・土器・石器が遺構に伴わず土層

上面に多 くみられる。遺構はピットのほか、土坑がある。

13層 :縄文時代後期の基盤層である。一部粗砂が入る他は炭化物や土器が少量混入するのみで遺構はみられない。

②地形

縄文時代後期の段階では本体調査区南半が微高地となり、北へ落ちる斜面を形成する。高低差は0.9mと 比較

的緩やかであり、河道というよりは湿地のような状態であったと考えられる。一方、共同滞調査区は北から南ヘ

わずかに傾斜していることから、第 5次調査地点 (大学院自然科学研究科棟)の河道へ至るとみられる。弥生時

代前期には黒色土であるH層 とそれを覆う10層 が、弥生時代中～後期には8層が全面に薄く堆積したのち、古墳

時代に一部 6・ 7層 が堆積する。縄文時代後期以来の落ちは6層段階まで残るが、中世に行われた造成の結果地

形は平坦となり、5層 以降 2層 まで水平堆積が続いていく。

③遺構・遺物の概要

(近現代～近世〉近現代・近世は南北方向の鋤痕のほか野壺とみられる土坑が 1基存在し、水田と畑が営まれて

いたとみられる。共同溝調査区では、南北方向に平行してのびる昭和20年代の石組の溝が 2条確認された。

(中世～古代〉遺構は溝が主であるが、耕作域であったと考えられる。4層 の中世面では、畝とそれに伴う溝 3

条と土坑 2基がある。遺物は包含層中の小片のみである。5層 では本体調査区中央で浅いピットを多数もち南北

方向にはしる溝 1条 を検出した。中世から古墳時代にかけての土器片や、馬瑞製勾玉がみつかっている。

(古墳時代)本体調査区西半では6層 から1条、7層 から2条の浅い溝のみが検出されている。後世の耕作に

よって上面の遺構は削平されており、中世同様耕作域として利用されていたようである。

(弥生時代後期～弥生時代中期〉8層段階では、本体調査区北辺に溝が 2条つくられる。そのうち、東西に貫流す

る幅約 5mの溝(S Dll)か ら板材や重・甕を主体とした土器類、サヌカイト製の打製石包丁が出土している。堆積

0          1m

―

土 層 断 面 位 置

1黄 褐色 l■ 砂

2暗 灰色砂質土

3黄 褐色砂質上

4暗 褐色砂質上

5暗 灰色粘質土

6灰 色粘質土

7灰 色粘質土

8黄 灰色粘質上

9暗 褐色砂質土

10暗 褐色粘質土

H 暗灰色粘質t
12淡 黄掲色砂質土

13淡 青灰色粘質 J:

SD22埋 主

①黄灰色粘質土
②黄灰褐色粘質土
③灰褐色粘質土
SD 9埋土

④暗黄灰砂質土
⑤暗灰色砂質土図 5 第28次調査土層断面図 (縮尺 1/50)
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AW-8

AX-0

AX-2

の状況と方向から、この溝は第12次調査 (附属図書館 )

の溝 2の につながるものとみられる。なお10層上面で

検出された本体調査区南東隅の連続 した楕円形ピット

列をもつ溝 (SD9)は ∝)、 この時期まで下る可能性

がある。

(弥生時代前期〉黒色土層を削りだして水田畦畔が形

成される。その10層 に覆われる形で、地形的に最高所

にあたる本体調査区南半全体に東西方向を指向して、

3～ 10m2程 度の不定形な小規模水田が約50枚 にわた

りつくられる。一方、共同溝調査区にあたる南側でも

5枚の水田畦畔が認められた。遺物は攪拌によって下

AX-6

AX-4

1   9        110m

図 6 第28次調査遺構全体図
(縮尺 1/400)

写真1 6層出土垢瑶製勾玉

(縮尺 1/1)
層の突帯文土器をわずかに含んでいることから、弥生    |
時代前期の前半と考えたい。石器はスクレイパー等のみで種類 。量とも少ない。

(縄文時代後期〉土坑3基・ピット140基余・焼土・炭化物が散在しており、集落の縁辺部であつたとみられ

る。ピットは2基に土器細片を含むほかは遺物がなく、焼土や炭化物を若干含むのみである。焼土も分布はまば

らで、炉跡のような遣構は認められない。遺構は少ない一方で、土層上面からは深鉢・敲石・石皿・石錘・打製

石鍬など遺物が多く出土している。特に、石器の種類が多様である点は注目される。

言主

(忽那敬三 )

(1)正式名称は未決定であるが、文化科学系総合研究棟と区別するため、以下自然科学系総合研究棟と仮称する①

(2)岩崎志保 2003「弥生時代中期～古墳時代前期の遺構・遺物」『津島岡大遺跡ll』 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第16

冊  pp.195--225

(3)こ の清は、第16次調査 (動物実験棟新営)の溝 4(山本悦世 1997「津島岡大遺跡第16次調査」『岡山大学構内遺跡調査研究年報

14』 pp 6 7)な どと同様の構造である。
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第 1章 津島岡大遺跡の調査研究

3.津島岡大遺跡第29次調査 (農学部共同溝 津島BF16区 )

a.調査の経過

①調査に至る経緯

岡山大学農学部 2号館の全面改修に伴い、新たに共同溝を設ける計画が立てられた。本調査地点の周辺におい

て過去に発掘調査を行つているが、その結果、各地点の遺構密度はさほど高くはなかったものの、縄文時代から

近代にかけての遺構を検出し、重要な知見を得ている。本調査地点も同様な状況が想定され、事務局施設部と協

議し、発掘調査を実施することとなった。

②調査の経過

2002年 9月 12日 に重機による造成土の掘削を行つた。重機では、土層観察用の土手を残 しながら、近代の耕作

土までを除去した。発掘調査は、 9月 18日 に近世に属する層の調査から開始し、調査員 1名 があたった。 9月 25

日に弥生時代から古墳時代の土層面で検出した溝群の調査を始め、10月 3日 にすべての作業を終了した。

調査地点 :

調査期間 :

調査体制 :

調査面積 :

岡山市津島中 1丁 目 1番 1号 (岡 山大学津島地区)

2002年 9月 18日 ～10月 3日

調査主体 河野 伊一郎 (岡 山大学長 )

調査総括 稲田 孝司 (埋蔵文化財調査研究センター長 )

調査主任 横田 美香 (埋蔵文化財調査研究センター助手 )

62,6■ 1を

b.調 査の記録

①調査区の位置

第29次調査地点は、津島南地区の西半部、農学部校舎の西側に

位置する。津島岡大遺跡における本調査地点は、遣跡の南西部に

あたる。

本調査地点の周辺で行つた発掘調査は、第 2次調査A～ C地点

(排水管埋設)・ B H13区 (合併処理槽 )に
)、

第 8次調査A地点

(遺伝子実験施設)・ B地点 (合併処理槽)り 、第26次調査地点

(事務局)⑬ 、第27次調査地点 (創 立五十周年記念館 )・
)で

ある。

これらの地点における調査の結果、縄文時代中期から弥生時代早

期・前期に属するまとまった量の土器が出土 したB H13区や、縄

文時代後期以降の遺物・遺構が出土 した第 8次調査、縄文時代後

期の炉跡が検出された第26・ 27次調査など、縄文時代から弥生時

代をはじめとする良好な遺構・遺物がこれまで確認されている。

②層序と地形

層序

1層 :1907年から1908年 にかけて旧日本軍が駐屯 した際の造成

1 第29次 調査地点     6第 2次調査B地点

(農学部共同溝)       櫻己水管 )

2第 3次調査A地点     7第 2次調査C地点

(遺伝子実験施設)     悧己水管 )

3第 26次 調査地点      8第 2次 」4査BH地点

(事務局本部棟)      (合 併処理槽 )

4第 27次 調査地点     9第 3次調査B地点

(令 1立五十周年記念館)    (合 併処理楢 )

5岳
鰹

査A地点
    :雛獲R訟饗読懸配聖

査地点

図7 第29次調査地点位置図 (縮尺 1/5,0001
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土である。現地表での標高は3.8m前後である。

2層 :近代の耕作土である。上面での標高は2.70～ 2.75mで ある。大 きく二層に分かれる。 2a層 は緑灰色

粘質土で、 lcm前後の大きさの小礫を多 く含む。 2a層 の上面では、南北方向にのびる畝の跡を確認

した。 2b層 は青灰色の砂質土で、 5mm前 後の小礫を非常に多 く含む土層である。周辺の調査の状況

から近代層と考えられる。

3層 :緑灰色の弱粘質土である。上面の標高は2.5mである。厚さは全体に厚 く、 5cm前後である。土師器

系統の土器小片が 2点 出土 している。周辺の調査状況から近世層 と考えられる。

4・ 5層 :淡緑灰色の砂質土である。色調・土質は似通っているが 5層 の方が砂質が強い。また、 5層 下面に

は鉄分の沈着が認められる① 4層上面の標高は2.5m、 5層 は2.45mと なる。 4・ 5層 ともに遺物は出

土 していないが、これまでの周辺の調査から近世に帰属するものと考えられる。

6層 :灰色粘土で、微砂を含む。上面でのレベルは2.3m前後である。本層の上面では鉄分の沈着が顕著に認

められた。土師器小皿片と須恵器小片が出土 した。時期は出土遺物から中世と考えられる。

7層 :暗灰色粘質土である。 6層 よりも粘性が強い。下面には鉄分が沈着する。上面でのレベルは2.18～2.25

mである。 7層 の帰属時期については、遺物は出土 していないが、周辺の調査の状況から古代 と考え

られる。

8層 :灰褐色の粘質土で、微砂を多 く含む。上面での標高は2.lm程度である。本層およびそれより上層は、

おおむね水平堆積をなす。土師器と弥生土器の小片が計20点 とサヌカイト製剖片 1点が出土 している。

周辺の調査の状況と併せて考えると、古墳時代頃に相当する土層 と考えられる。

9層 :灰色粘質土である。鉄分の沈着が顕著である。本層は調査区の東半部のみで確認 した。上面での標高は

1.8～ 1.9mで あ り、東にい くにつれ低 くなる。上面で、南北方向にのびる溝を3条検出 した。遺物は

出土 していないが、周辺の調査の状況から古墳時代頃に相当する土層 と考えられる。

10層 :灰色の砂質土である。調査区東側の 1/3部分のみで確認 した。東にいくにつれ粗砂が多 くなり、東端

では白色の粗砂層 となる。上面での標高は1,75m前後である。遺物は出土 していないが、弥生時代頃

に相当する土層 と考えられる。

11層 :淡い黒褐色の粘質土である。微高地部分にひろがる土層である。上面での標高は2.Om前後である。遺

物は出土 していない。弥生時代頃に相当する土層と推定 している。

12層 :黒掲色の粘質土である。津島地区一帯に広がる、いわゆる「黒色土」に対応する。上面での標高は1.6

～2.Omを 測る。低位部にいくにしたがい色調は黒みを強 くし、土質は粘性を強 くする。弥生土器 と考

えられる土器小片が 6点 出上 している。これまでの調査の状況から、弥生時代前期頃に相当する土層 と

考えられる。

13層 :二層に分けることができる。13a層 は調査区東半の低位部で暗灰色の粘質土、調査区西半の微高地部分

で黄褐色の砂質土となる。13b層 は淡黒灰色の粘質土である。標高は13a層上面で1.4～ 1.8m、 13b層

上面で1.3～ 1.65mで ある。13a層 から土器小片 2点、13a層 と13b層 の境 目から打製石鏃 1点が出土

した。周辺の調査の状況から、本層は縄文時代の基盤層と考えられる。

地形

9層 から13層 までは、旧地形の影響が顕著に認められる。調査区の東側にゆるやかな谷状の低位部、西狽1に微

高地がひろがる。時期は、縄文時代から古墳時代頃までである。弥生時代から古墳時代には、微高地の縁辺に溝

が掘削されている。 8層以降の土層は、ほぼ水平に堆積 している。古墳時代頃から土地の平坦化が進行 している

と考えられる。それ以降の土地は、連綿 と平坦にならされて耕作等に利用されたと考えられる。
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第 1章 津島岡大遺跡の調査研究

30m
Al

1造成上

2a緑灰色粘質上 (小礫多)

2b青灰色砂質上 (小礫多)

3緑灰色弱粘質上

4淡緑灰色砂質土

5淡 緑灰色砂質上

6灰 色粘上 (微砂含 )

7暗 灰色粘質土

10灰色粘質土(粗砂)

H淡 黒褐色粘質土

12黒褐色粘質土
8灰褐色粘質土 (微砂多) 13a暗 灰色～黄褐色粘質土
9灰色粘質上 (Fe多)   13b淡 黒灰色粘質土

図 8 第29次調査南壁土層断面図 (縮尺 1/70)

③弥生時代から古墳時代の遺構 。遺物

遺構は弥生時代～古墳時代に属する3条の溝とピットを検出した (図 9)。 溝についてはいずれも微高地から

低位部へ傾斜が変換する部分に位置しており、微高地の縁辺をめぐる溝と考えられる。溝同士の切り合い関係か

ら、溝 1→溝 2→溝 3と いう順序で掘削されている。溝 3の段階には、 9層の堆積により、溝 1・ 2の段階と比

べて地形の傾斜はゆるくなっている。

遺物については、溝 3か ら少量の上師器片が出上しているが、小片のため図化にたえなかった。他の溝からは

遺物は出土していない。

溝 1(図 10。 11、 写真 2)12層 で検出した溝である。溝 2に よって切 られてお り、現状で幅0.24m、 長 さ1.7

m、 深さ0。 32mを測る。断面形は底面が九底となる。垂直気味に掘 り込まれている。

溝 2(図 10～ 12、 写真 3)12層 で検出した溝で、滞 1を切り、溝 3に よって切られている。現状で幅0.31m、 長

さ2.8m、 深さ0.32mを 測る。断面形は逆台形状を呈する。溝 1と 同様に垂直気味に掘 り込まれることを特徴と

する。

溝 3(図 10・ 11、 写真 4)9層 の堆積後につくられた溝で

ある。幅1.15m、 長 さ2.9m、 深 さ0.23mを 測る。断面形

は底面が九底状となる形態である。少量の土師器小片が出

土している。

ビット (図 10・ 13)ピ ット1は 9層 で検出した。溝 3を切

るかたちでつ くられている。埋土は灰褐色粘質土、大きさ

は径30cm、 深さ16cmで ある。

なお、南壁の溝 3の直下において、明確な遺構として認

識 してはいないが、 2箇所のピット状の落ち込みが認めら

れた (図 8)。 東恨Iの 落ち込みは、埋上が黒褐色砂質土

で、大きさが現状で径40cm、 深さ25cmと なる。西狽Jの 落

ち込みは、埋土が淡黒掲色砂質土であ り、現状で径35

cm、 深さ23cmを 沢Jる 。
写真2 溝 1・ 2プラン (北から)
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キ

116ラ
インのW15m

116ラ インのW10m

|

図 9 第29次調査検出遺構全体図

116ラ インのW5m

|

0                         5m

(縮尺 1/100)

116ラ インのW10m

］Ｓ２２５ｍ一

吾

２

露

１

く溝 1・ 2(12層上面)>

図 10 溝 1～ 3・ ピッ ト1

A

団    2    20m

<溝 3・ ピット1(9層 上面)>
0

|

(縮尺 1/60)

溝

　

　

溝

1黒褐色粘質土   澪 3 1 灰色粘質土
2灰褐色粘質■      2皓 灰色粘質上
3暗灰褐色粘質上     3灰 色粗砂鰈
1 自灰色粘質土

&語視亀笹籍善上        団は基本土層を示す。

図11 溝1～3(縮尺 1/30)

N

|

1 灰褐色砂質上

ピッ ト1(縮尺 1/30)

崇

1 黒褐色粘質土

図12 溝2(縮尺 1/30)

1稲
ラインのW Юm

9層の落ち

写真3 溝2セクション (南から)
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④包含層出上の遺物

図化できる資料は13a層 より出土 した打製石鏃 1点である

(図 14・ 写真 5)。 包含層から出土 した他の資料はいずれも

小片のため、図化できなかった。

石鏃は、長さ3.7cm、 幅1.8cm、 厚 さ0.3cm、 重 さ1.2gを

測る。凹基式で基部の決 りが深い。サヌカイ ト製である。両

側縁は鋸歯状に最」離がなされている。全体的に薄く、ていね

いにつ くられている。

第1章 津島岡大遺跡の調査研究

⌒

0                5cm
~    

写真5 石鏃

図14包含層出土遺物 (縮尺 2/3)  (縮 尺 2/3)

c.ま とめ

本調査地点は、全体として遺構・遺物ともに少なく、人為的な活動が比較的希薄な地点であつた。本調査地点

では、突帝文段階から弥生時代前期にかけて形成された「黒色土」を確認している。その一方で2001年 に実施さ

れた第26次調査では、調査区の南西部分に微高地がひろがる。したがって、第26次調査地点でみられた微高地は

広範囲にはひろがらず、本調査地点が位置する南狽1に 向かって地形が低くなっていくものと考えられる。

このように本調査によって、津島岡大遺跡の南西部における縄文時代以降の旧地形や、弥生時代から古墳時代

における溝の掘削による土地利用のあり方を考える上で重要な知見が得られたといえる。 (光本 順 )

註

(1)吉留秀敏・栄一郎編 1986F岡 山大学津島地区遣跡群の調査Ⅱ』岡山大学構内遺跡発掘調査報告第2冊 岡山大学埋蔵文化財調

査室

(2)富樫孝志編 1995F津 島岡大遣跡 5』 岡山大学構内遣跡発掘調査報告第8冊  岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

(3)横田美香 2003「津島岡大遺跡第26次調査」『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要2001』 岡山大学埋蔵文化財調査研究セン

ター pp.1-3
(4)高田浩司編 2003『 津島岡大遣跡13』 岡山大学構内遺跡発掘調査報告第18冊  岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

第 2節 試掘・確認調査の概要

事務局旧本部棟移転に伴 う試掘・確認調査 (津島南BD10

a.調査の成果

弥生時代早期から前期にかけて形成されたと考えられる黒色土が、調査区の南側に向かって落ちていく状況を

確認 した。遺構 ,遺物もほとんど認められなかった。

試掘前は、第26次調査 (事務局本部棟)において検出した北東から南西の方向にのびる黒色上の堆積する谷地

形が、本調査地点にまでのびることを想定 していた。調査の結果から、第26次調査における黒色土の谷地形は、

本調査地点よりは北に位置する可能性がきわめて高 くなった。また、南側への落ちがみられたことから、谷地形

と今回の落ちとの間の微高地の南北幅がさほどひろくないことも明らかとなった。遺構・遺物については、希薄

な地点であることが確認された。
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調査期間:2002年 12月

調査体制 :光本 順 。

5日

高田浩司

図15 試掘・確認調査地点位置図 (縮尺 1/2,500

b.調 査の経緯

岡山大学では、事務局本部棟の新営に伴う旧本部棟の解

体に際 して、明治時代以降の陸軍司令部であった旧本部棟

の一部を移築保存することとなった。移転に伴う基礎工事

は埋蔵文化財を損なう範囲ではなく、移転場所の面積も280

mゼ と小 さい状況であった。しか しながら、移転先の埋蔵

文化財の状況について半永久的に知 り得ないことが予想さ

れた。移転先の周辺では、第26次調査地点や第27次調査地

点 (創立五十周年記念館)において発掘調査が行われてい

る。その結果、弥生時代早期から前期ごろの農耕の実態を

知る上で重要な「黒色土」のほか、近世 。近代～縄文時代

後期に至る遺構・遺物がみつかっているが、その密度は、

比較的高いものではなかった。

こうした状況を踏 まえて、各時期の包含層の厚 さや遺

構・遺物の様相、旧地形などを確認する目的で、移転先に

おいて試掘・確認調査を行うこととなった。

3黄 灰褐色瑞i質±   8黒 褐色砂質土

4黄灰色粘質十 (黒 色上対応層)  13灰 褐色砂質1
5灰褐色粘質±   9暗 褐色砂質土

0              1m

図16 試掘 。確認調査東壁土層断面図 (縮尺 1/40)

c.調 査の概要

試掘坑は、現地表面で南北 5m、 東西 4

mの範囲を設定 し、明治時代の造成土を

掘削 した。造成土以下については、南北 3

m、 東西 lmの範囲で調査を行つた。掘削

は重機によって行い、地表下2.lmま で掘

り下げた。掘 り下げの過程で、南側に平面

的に黒色土のひろがりを認識 した。掘削の

後、断面を精査 し観察と記録を行つた。

造成土の厚 さは、約 lmを 沢1る 。現地

表の標高は4mで ある。 2層 は、近代の

耕作土である。東西方向の畝の跡がみられ

る。 3・ 4層 は黄灰色系の上で、鉄分が多

く沈着する。比較的粘性がある。近世に属

する土層と考えられる。 5層 は、灰褐色の

粘質土である。中世に属すると考えられ

る。 6・ 7層 は、灰色の粘質土で、古代～

古墳時代後期の時期幅の中で収まるものと

l 造成上

2灰 色粘質土

6灰 色粘質士

7灰 色粘質土

10暗 黄褐色砂質十

11 灰褐色砂質土

12黄 褐色Wi質土

第27次調査地点
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第1章 津島岡大遺跡の調査研究

考えられる。 8層 は黒褐色の砂質土である。南側に向かって下面が傾斜し、ゆるやかに下降していく状況が確認

できた。上面のレベルは、2.4mである。いわゆる「黒色土」に対応する土である。ただし、通常の黒色土より

は褐色が強く砂質も強い。落ちの始まる部分であることが影響しているものと考えられる。 9層 は、暗褐色の砂

質土であり、 8層 と10層 の中間的な土質である。 8層 と同様、南に向かって落ちている。10・ 11層 は、縄文時代

後期ごろの基盤をなす層と考えられる。10層 は暗黄褐色の砂質土、11層 は灰褐色の砂質上である。それ以前の土

層については、12層 で責褐色の粘質土、13層 で灰褐色の砂質土となる。

遺構については、近代の畝以外には確認できなかった。また、遺物もほとんど出土していない。 (光本 順)

第 3節 立会調査の概要

津島地区では、40件 の立会調査を実施 した。そのうち包含層にまで掘削がおよんだものは22件であった。

津島北地区 (図 17)においては、工学部周辺の自然科学系総合研究棟新営や、理学部研究棟改修に伴う立会調

査などがなされた。津島南地区では、農学部校舎の改4笏や一般教育棟関連の改修、事務局本部棟・創立五十周年

記念館新営に伴う調査などが実施された。その中でも、特に津島南地区の事務局本部棟および創立五十周年記念

館新営に伴 う立会調査が多 くなされ、弥生時代早期を中心とするまとまった遺物が出土 し、当該期の津島岡大遺

跡の具体相を考える上で重要な知見を得た。以下では、その調査成果について述べたい。

46  44  42  40  38  36  34  32 28  26  24  22  20  18  16  14  12  10  08  06  04  02  00  98
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Ｉ
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図17 津島地区全体図 (縮尺 1/20,000)
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辟主 種類 訓査地 ス ‖llNlttl II れ, 訓望ヽ期間 考

発掘 河!島 門 創 ■■ 1阿 年記念館新41に伴 う発掘 』査 骸 ワ1ヽ ∝ 624 」l査 面 f(1648mど 、条 呈門係 の大吐 ll、 泳 引iヽ 古 lfR T

泄、甜じ文後lulの 力|(津島岡大遺跡第?フ次調査 )

発掘 津島北
AWヽ AV
06ヽ OS 自然科学系総合

'fttlli新

常に伴う発lF JI企
02430ヽ 920、

1128ヽ 03115 25ヽ 36 訓杢面積17981r」 、中,■
ヽ古代のFi/ ‖ 弥上前期の咄

ll、 縄文後則すの上坑 (津 島同大遺跡第28次調査)

3 yЬ掘 BtW 総合教,研究棟新/・

・ に伴う発JI・ l企 02430ヽ 1025 訓杢面f茂粥4mど、近世上lt、 中Lrの

'「

戸 延物 ,世 、古l■lT

七Pr溜 まり 前、弥生の|‖ (鹿 固遺跡第13次調査)

発掘 ,島 商 オt学喜L共 同泄新営に伴う発掘綱査 0291Sヽ 103 JHttnilj62 6mと 、拗,生 ヽ古lllの I‖ ピット

(津 島岡大遺跡第29次調査)

i式侃
i rtti行 r 事務li旧 本善L様 移ほに伴 うiた掘 碓認訓企 単色tの 落ち検 I日

6 洋鳥北
文 法

経
北団地 llJド 場整胡IL丁 (配借 ) 造成Jを 中

上会 itt FJJヒ
文 法

経
北Jttttl.“場trlll工 」 (樹 木移植) 造成 上中

二会 i辛島4ヒ (刊り ,F究棟改 I歩 機械設‖iJi J 0244～ 45 近 lL町 まで11削

立公 4介研究棟用lL'里 蔵文化財発掘 .・ 査用仮設電気 近 J上 悟 まで掘

"」
嘘 田

CFヽ CO
医 hLば |コ 地ガス配青Ⅲ世設IJ「 02515～ 723 中世ぼまで猟I削

立会 主″島北
え 1去

士〔
た日

'柱

」ll ttI IttJI 遣成上 f

立 会 ‖∴北 BC10ヽ 11 教X lt合教育棟改修 T:子 (足外排水配符) 07ヽ OS 遣成Ji中

立会 ‖烏両 (Ⅲり 校令改修電気波術工李 (建柱 ) 20 包含帰 まで掘削

立会 i十島前 1' 木刊
`猟

波棚,工事 (フ 期 ) Oフ 730～ 89 15mま で加‖1し た箇所で中性lF、 他はJ.成 上中

立会 ‖鳥市 BC9-10 教英 総合教育朝て改修に伴う樹木移44

ユ会 河1島北 ギ島団地給水符埋 |た と事 02 8 12 既設j■上中

立 会 河JttI● (堤 )校合改修電気設柿|[手 骸 820～ 822 08ヽ 09 造成土中

18 上会 礎口」 CN15 医九ヽ (上茄 )l tl棘新缶その他 上■ (そ の 9) I批設lHJ土 中

立会 lt iH

CEヽ CF32～

匪 It L団 地ガス配倍l■設 1:) 02825ヽ 1010 多 くは班設埋上中、122mま で掘削 した衛所で中世ま

たは 1代 Fr確 認

‖舟前 (浸 )校舎改修 T+(樹 木杉札 ) 02826ヽ 827 造成上中

立 会 津烏南 (奥 )水道曾 近代層までlll‖

立会 に 日 CQ41ヽ 42 医 rl (医 jl)エ ネルギーセンター棟�f常 そのlt工 事共「1イ士ll水 仕 包含壇 まで掘 ll

立 会 ,十島南 総合教台棟改修に伴 うGHP工 学 02924～ 1018 中‖!Fま で掘削

立 会 疵 田 医 l‐ 中央診II・ 棟ガスメーター杉設 i ll 02 9 30 「l,士 lH「 中

立 会 lL側
CG41、  COSl、

CF43、 C038
(区 1石 )エ ネルギーセンター朝t新営その他■■(クト火1) l17102ヽ 108 中 1世

'帝

まで〕」洵J

立 会 i十島IIl 教 益 総合教育撤改 1歩 にヨ 02107ヽ 1023 近 IJ席 まで加肖J

魔 IH
15、 Cと CヽM
43-45、 CNヽ
C044ヽ 46

医茄
(医 病)エ ネルギーセンター棟 Il● その他Ji■ (外

柑 )

02107～ 1023 中lLの ,「戸 柱穴 社を検脳

立 会 寵 田 医Fl 02109ヽ 1010

(R)校舎改修電気設備 工

“

021010～ 1011 古代 古lll瞬 まで掘削、J・・成上厚15m
ユ会 HL Ы CC44 に,h 病I束新営その他 |:事 (樹 木) 02 10 16  93 近‖!居 までlll削

立 会

'辛

烏I・i (捜 )校各改4歩 工事 (給 水管 ) 02 10 22

卜郡標新古その他工事 (そ の2)用 水Prr 021023ヽ 1216 既設埋 L主 体のTll l、 ム面で中世将

津島I朽 (士 )装 置化システム農場
=水

道管修理に伴う緊急猟ll ,と 成上中
津B南 BC13～ 15 本刊

`猟

新設I,(排 水IIi 管路 ) 02116ヽ 03318 突帝文■器 石7iが まとまつて出土。近十‖ 弥 411干 検計I

AX～ AZ06 総合研究棟 llf行機lk設‖,II FtttI里 に中

」tL BSヽ B145ヽ 開 |に 総合教育研究棟新廿その他工) 18 5笛所、中世「

'ま

で掘削

立会 Et口‖ CE08～ 10 医茄 エネルギーセンターIl新曽機械i投 何,IV(電 気ケーブル) 骸 1118

BC07 08 エ で合,F先棟改I歩 機批設備工事に伴う掘削(排水曽) J・ 成上中

'管

島山 BE13 樹木杉把 O銘 辻成上中

立公 津鳥北
AヽV AX06 総合研究棟新」機械設lF工手 (外灯) 造成土中

立会 I● 島杓 艇 樹木杉設 02 11 つ6 造成上中

立会 鹿 FTj Cヽ148～ 49 エネルギーセンター棟新営その他■,(そ の 3)活∫木杉柏 02 11 27 造成上中

立 会 十協南 事 本部棟新営その他工事(倉灯 1-3取 り壊し) 02 12 5  6 造成 Ji中

立 会 1,島南 本Ⅲ[捌 i新,その他工,(日本‖
'棟

移柴先沐礎工手) 02129ヽ 1210 一部近代層 まで Fr湾 J

立 会 i十鳥南 導 本部棟新営その他工事 (樹 木彩柿 ) 0ク 129～ 1217 055ヽ 12 一部近代層 まで侃削

立会 i4島商 炭 (士 )校合改1ケ 機械設備工i「 (ガ ス答) 骸 1210 告成上中

二会 津島】ヒ 総合研究猟新営その他工I(案 内板 lFk去 ) ψ l翅 13 と成上中

立 会 常島前
14～ 16

尊 本部棟新曽その他工事(旧本部棟杉染元サき錠搬去工事) 021916～03114 07～ 10 一部中世層 まで掘削

立 会 津 l_北 理 工 lI 工学部系統ガス埋設西E告改修正事 021219-1226 O 0 一剖
`近

代層 まで掘削

立 会 F島 南 事 本とF棟新曽その他工事(玄 問ひさし込礎 ,1丁 ち) 優40cmの 杭打 ち、砂傑悟 まで掘肖1

立 会 津島市 BC BD15 常 本帝LI束 新曽その他工事 (雨 水排水桝 省路) 03122～ 328 05ヽ 157 科60箇 所と,路の掘肖1。 多くは辻成1:中 近ヽ代甲。 X[Ц
r!||か ら古代 古IIt層 が確認される。

立 会
i=島 lrl

封ヒ鹿日

iμ tt BC13、

随田DC67
車 本部棟新営その他工手 (Ih採彩4直 )

多くは既掘内。随 Jで 中L唇 、本部棟近辺で近代層靴

立 会 津島北 AY06 総合研究棟新0そ の他工事 (建社 ) 近代唇 まで掘削

立 会 i=島 1■ BC15 芋 本部棟新常その他工tr(外灯 ) 03218～ 324 065‐ 19
9衛 所れ,削 。GL-13mで 黒色 に靴:認。他、中世 ド
代F7ま で掘削した衛所あり。多くは造成■から近代圧
の範ちゆう。

|十島市 教 養 一ηえ教育棟 B ll外用設置工芋 中‖!層 まで加削

立 会 随 コ 体 病 日混合病棟 グリース トラ ノブ改修 0334ヽ 35 1 68 底面のみ弥生 ～古lll層 。■器小片出 |

立会 津鳥市
BB～ BC

創立五十円年記念館iFf築 ェli(汚 水pF水
) 03810ヽ 3ワ 8 10ヽ 23 部ⅢI色 土 に而 までみ1削

立会 津鳥北
AU01～ 02、

教 務 1与 場北照 1/1取 設王1' 辻 成 上 中

表 1 2002年度調査一覧
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第 1章 津島岡大遺跡の調査研究

国国国国|

グラウンド

凡 例

0                                2C

甥 鞠調査0～ )

□   試掘・確認調査

■。  立会調査        ~

※数字は表 11こ 対応する

|

図18 今年度の調査地点 (1)津島地区 (縮尺 1/4,000)



第 1章 津島岡大遺跡の調査研究

凡 例

∞  発掘調査 (0)

―
● 立会調査

※数字は表 1に 対応する

図19 今年度の調査地点 (2)鹿田地区 (縮尺 1/2,500)
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事務局本部棟・創立五十周年記念館新営に伴う立会調査 (津島南BB・ BC・ BD13～ BB・ BC・ BD10

a.調査の経過

2002年 10月 23日 から2003年 3月 28日 にかけて、事務局本部棟 。創立五十周年記念館新営に伴う関連設備設置工

事が行われ、広い範囲にわたって立会調査を実施 した (図 20)。 このうち、旧事務局本部棟東正面の「南北道

路」に接する門から五十周年記念館の西狽‖に至る汚水・雨水排水管および桝の設置に伴う立会調査では、長距離

かつ最深部で表上下約2.7mに も及び、未調査地点の遺構・土層の様相が明らかになった。重機により掘 り下げ

を行い、当初は遺構がみられなかったが、①ll月 18日 に第26次調査区の東約20mに位置 し、北西から南東へ斜

めに延びる地点では、近世の溝と、「黒色土」と呼ばれる弥生時代早期から前期にわたり津島岡大遣跡・津島遺

跡一帯に広がり、鍵層となっている黒褐色の砂質・粘質土層の落ちを検出し、②ll月 21日 には、続いて南西方向

へつながる地点の南端で、その「黒色土」中から多量の土器・石器が出土したため、調査員により手掘 りを行つ

て精査した。③12月 20日 には第27次調査地点南東、第26次調査地点北東に東西方向に位置する地点で近世・弥生

時代の溝と谷部の落ちを検出した。以下では位置関係からそれぞれ①を第 2地点、②を第 3地点、③を第 1地点

として、主にそれらの地点の調査成果を中′と、に述べる。

b.調査の概要

①層序

1層 :旧陸軍の1907～ 1908年 にわたる屯営地建設時の造成土である。標高は約4mで層厚は65～ 80cmである。

2層 :青灰色粘質土で、一部鉄分を斑状に含む。明治時代の耕作土で、溝 2条 と畝・鋤痕を検出している。標高

は3.2m前後で層厚は5～ 15cmで ある。

3層 :明褐色砂質土で、二層に細分され上面に鉄分が顕著に沈着し、一部マンガンを含む。近世の耕作土である

が、遺構 。遺物とも確認できなかった。標高は、3.lm前後で層厚10～ 15cm程度である。

4層 :灰掲色を呈する砂質土で、三層に細分さ

れる。鉄分・マンガンを多 く含み、遺構

はないが中世の耕作土とみられる。標高

は3.Om前 後 で、層 厚 は20～ 35cmで あ

る。

5層 :二層に細分される灰色粘質土で、鉄分・

マンガンをわずかに含み、一部で砂質と

なる。遺構はみられないが古墳時代後期

の遺物を含む包含層で、西へ向かうほど

厚 く堆積する。標高2.8m、 層厚10～ 20cm

である。

6・ 7層 :第27次調査で確認された東南隅の谷

部に堆積する土層で、第 1地点西端にの

み存在する。 6層 はマンガンを多 く含む

灰白色粘質土、 7層 が鉄分の多い黄灰色

砂質土である。層厚はそれぞれ20cmほ

どと厚 く、断面では 7層 を切 り込む溝を

1条確認 している。

図20 事務局本部棟・創立五十周年記念館
新営に伴 う立会調査地点 (縮尺 1/2,000)
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第 1章 津島岡大遺跡の調査研究

0           1m

8層 :「黒色土」の上層に薄 く堆積する、暗黄灰色粘

質土である。粘性が非常に強く、鉄分をやや含

む。東端と南の地点にのみみられ、遺物は土器

片とサヌカイト片が検出されている。標高2.75

m、 層厚は 5～ 15cmで あるが、南端の第 3地

点では淡青灰色粘質土と2層 に分かれる。ほか

の調査地点の状況から、弥生時代前期と考えら

れる。

9層 :「黒色土」 とされる、鉄分をわずかに含む弥生

時代早期から前期の暗褐色上で、第 1地点東半

と第 2地点北半には存在 しない。遣構は、第 3地点で溝が 1条のみ検出されている。 9a層 は標高2.55～

2.7m、 層厚20cm前後で第 2地点から東端にかけてはやや砂質で色調も薄いが、第 3地点南端にかけては

粘性を帯びて固くしまり、色調も濃 くなる。遺物はこの第 3地点南端で集中して検出された。 9b。 9c

層は谷部に堆積 したもので、標高2,lm以下で層厚は 5～ 30cmで 粘性が強い。

10層 :縄文時代後期の褐色砂質土である。水たまり状の落ち込みの他に遺構はみられず、遺物 も出土 していな

い。一部 9a層のしみ込みがある暗褐色の10a層 が部分的に存在するが、全体に広がる責褐色の10b層 の

下にマンガンの多い茶褐色の10c層があり、東へ向かうほど厚 くなる。10b・ 10c層 ともに東方向へ流路

を埋めるように堆積 していく状況が観察でき、さらに細分が可能であるが遺構等の生活痕跡が確認できな

いため、一括 して扱う。標高は1.55～ 2.6m、 層厚は65～ 120cmと かなり差がある。

H層 :縄文時代後期以前の層である。灰褐色粗砂からなる堆積で、ラミナ状に粘質土が混入する箇所がある。一

部青灰色で層にしまりがなく、小礫もみられない洪水砂層である。標高は1.5～ 1.8mで ある。

②地形

縄文時代後期以前では、基盤となる11層 が第2地点半ばで最も標高が高くなり、東へ向かうに従って緩やかに

下る斜面が一部で観察できる。この地形を反映するかたちで、続 く縄文時代後期の層が堆積し、第 2地点北端か

ら南西へ延びる脊梁部が形成される。東には微高地があり、南には低地、北には第27次調査地点の南東端にかか

⑤

ａ

／

l造 成上

2青 灰色粘質土

3明 褐色砂質土

4灰 褐色砂質土

5灰 色粘質上

6灰 白色粘質土

7黄 灰色砂質土

8暗 黄灰色粘質土

9a晴 褐色粘質上

9b暗 青黒色砂質土

9c淡 青黒色粘質土

10a暗 褐色砂質土

10b黄 褐色砂質土

10c茶 褐色砂質土

H 灰褐色粗砂 (遺構埋土 )

12灰 色砂質上 (溝埋土 ?)

13淡 灰色粘質土 (溝A埋上 )

※①②は表土からのマイナス値

図21 土層柱状図 (縮尺 1/40)

遺物が集中
する黒色上
層の範四

1

4a

10a

11

②

1

2

三二ここと11三三三こ
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写真6 溝5 底面検出状況 (南 より)

纂譜華華華韓華華難華:

Ｎ
年

図22-1 土層桂状図位置及び検出遺構平面図 (縮尺 1/1,000

※トーン部は黒色上の堆積または谷部

♀                                     50m

る谷部があり、複雑な地形を呈する。ついで全

体を弥生時代早期から前期の 9a層が覆うが、

脊梁部がカットされて平坦になり中世段階の 5

層が形成され、東を微高地として南西へ緩やか

に下る水平堆積が近世まで続 く。

③遺構

(弥生時代〉弥生時代の遺構は、溝 2条のみで

ある。第 3地点では、 9a層 を掘 り込む平底の

溝 2を 検出している。弥生時代前期のものとみ

られ、幅は1.1lm、 深さは0.15mで ある。遺物

はなく、検出面の標高は2.73m、 底面は同2.58

mであつた。方向は不明である。

また、第 1地点西端の谷部付近では 7層 を掘

り込む溝 3を 確認 した。幅1.72m、 深 さ0.38m

のす り鉢状の緩やかな底部を呈する。検出上面

の標高は2.53m、 底面は0.15mである。平面的

には北東から北西方向を指向し、層位 と位置の

関係から第26次調査で検出された弥生時代中期

の溝と同一のものと考えられる。なお、遺物は

出土 していない。

(近代～近世)近代から近世では、溝のほか、

畝、畝脇の溝、鋤痕がある。溝は 2条検 出 し

図22-2 第 1地点 出土遺構平面図

A           A′        B
.     28m

(縮尺 1/200)

B′

27m

①  
Ⅲ

｀
c       c′  ② 溝 (

30m

①溝2
1 暗黄灰色粘質■

③濤4
1 茶灰色砂FF土

D
33m

溝 5
灰褐色砂質土

灰褐色砂質土

灰色砂質土

晴灰色砂質土

灰褐色砂質土

②溝3
1黄灰色砂質土

2明 灰色粘質土

3灰 色粗砂

6灰褐色色粗砂
7灰色砂質上

8緑灰色砂質土

9緑灰色砂質土

10緑灰色砂質i
ll 緑灰色砂質土

④ 溝5 10

図22-3 溝2～5遺構断面図 (縮尺1/60
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第1章 津島岡大遣跡の調査研究

た。第 1地点東端の溝 4(図22-2)は、 2層から掘 り込まれた南北14ラ インに並行する近世溝である。幅1.65

m、 深さ0.55mで 、検出面の標高は2.88m、 底は2.33mで ある。丸底を呈 し、遺物は検出されなかった。

第 2地点の溝 5(図 22-3)は 、幅3.39m、 深さ1.02mを はかるやや大型の溝である。検出面は標高3.19m、 底

面は同2.17mで 、溝として機能 していた時期に標高2.43mま で埋まり、その後同2.78mま で細かい単位で土を入

れて、最終的に造成土が上端まで至る 2段階に分けて短期間で人為的に埋めている。なお、最下層付近で溝の西

寄 りに南北方向に並ぶ 4本の杭からなる杭列を確認 した。杭は径約 4cm、 長さ約30cmであり、下端が溝の埋土

中にあることから、溝が15cmほ ど埋まってから打ち込まれたものと考えられる。この溝は東西方向を指向し、B

Dラ インにほぼ並行する。底面の標高から西方向へ流れるが、位置関係と規模、杭を多用する構造から、第26次

調査地点で確認された東西方向の近世溝につながるものである可能性が高い。

④遺物

遺物は、溝 5で出土した杭以外に土器と石器があり、容量約25リ ットルのコンテナ 1箱分が出土しているが、

そのほとんどは第3地点南端の桝設置箇所の黒色土 (9a層 )上層約10cmほ どに限られ、平面的には散在する

かたちで検出された。土器は、いずれも大きさ5cm程度以下の細片で図示が可能なものはわずかであった。

一

・

枝 μI】 μ承ス

ゞ ::;''Ⅲ

ⅢⅢ)   Ⅲ''

t

13

0

欝

〒

十／‐
務甲攀酔 攀ァ

鰍

イ' 4

耶
12

i辮〃

蕊伊r
10cm

ri辛Ⅲ Ⅲlふ

=fゞや 艤
Ｖ

牌

中
］

”

番号 器種 法量 色   調 胎  土調 整 ・ 支 様 突 帯 刻 目 形     状

1 深鉢 三角、低い 暗茶褐

3 蒲舞 淡ij
ナデ、突帝下沈線

深鉢 台形 菱形 細 砂

日唇部に刻み○形
深鉢 高い台形 ○形、1支い 細砂

深 鉢 ナ デ 涌釘 ○形、,t▼ 淡灰褐、淡褐 細～粗砂
10 台形 日縁端面に刻みD形

深JF ナデ、突帝 ド凹線 ○形、浅ヤ 黒灰、淡黄ftl 細砂
12 府鉾 暗茶イ

ナ デ D形、 ヤープ 細砂
深 鉢 台形 淡橙褐

ナデ、突帝下沈線

16 深 鉢 三角 淡橙褐、暗茶褐
内 ) ナ デ (外 )ミ ガキに近いナデ

淡責、暗畢褐

20 淡橙褐、淡褐ヽ黒褐

図23 第3地点出土遺物 (1)(土器)(縮尺 1/3)
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静フ暮:フ
25                26

覇マ

一 ― =む 32 ―必 33

■ヱ1

0                       1ocm

沓 号 器種 法 昌 色 調

波 鉢 横 ナデ、内面口縁下 に横方向の凹級 暗茶褐
・th ロー リングを受け不明

鎌 ? ナ デ 淡掩
決 鉢 ナデ、内面 一部 J甲 さえ 淡橙
深 鉢 ナ デ 淡赤褐
|=鉄 (内 )ナデ (外 )ミ ガキに近いナデ             ~ 細 l1/N

深鉢 (内 )ナデ (外 )ロ ー リング顕著 黒褐 、暗茶褐 微 ～細砂
ナデ、外面に浅い沈線 淡橙、淡責橙 細 ～湘砂
ナ デ 暗茶褐

3 鉢 ロー リンタ受 け不明、外面 に横位材i線 淡茶褐
半 底 ローリング受け不明 淡赤褐、淡茶楊 砂
平 底 (芍 )ロ ー リング顕著 (クト)ナデ

図24 第3地点出土遺物 (2)(土器)(縮尺 1/9

S6       く
=E>      s7

ハ
＝
日
ｙ

S5

施珊饉魁‖△

番号 幅 (cmi 菫重(0 石   材 特 徴
石核 131
石 彰 52 66 110 32 7 表裏両面で剰離作業。

S3 檀形石器 34 63 0 86 182 サヌカイト 上下端が階破状に剥離。
S4 楔形石器 39 1 06 サヌカイト 一側縁 とと瑞 に萌 断面ハ

ぞ形石器 23 0 73 ―側縁に剪断面。
S6 (14) 0 28 サヌカイト 半基式。先端欠損。
S7 石鉄 0 32 サヌカイト 剖

`の

形態 不整形。
石嫉 0 30 サヌカイト 平基式。

S9 (14) 凹基式 (浅い狭 り)。 先瑞 来き[の ‐吉

`欠

相ハ

図25 第3地点出土遺物 (3)(石器〉(縮尺2/3)
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写真 7 2002年度事務局。創立五十周年記念館周辺立会調査出土遣物 (縮尺 1/2)
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第 1章 津島岡大遣跡の調査研究
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第1章 津島岡大遺跡の調査研究

土器 (図 23、 24、 写真 7)弥生時代早期の土器でほぼ占められる。突帯文土器の深鉢が多 く、日縁が残る15点

(1～ 15)の うち、刻み目をもつものが 7点 (3～ 7,9,10)と 、非常に高い割合を示す。突帯は 6が回縁直下

に付 くほかは回縁よりもやや下方に位置 し、幅は lcmに満たない細いものが大半である一方、断面形は台形ま

たは三角形のものが多 く、刻み目も菱形 。D形などヘラで明瞭に加工 しているものが目立つ。また、突帯をもつ破

片23点のうち13点 を占める線刻を施 した個体の多さも特筆される。器形は、16の みが砲弾型であるほかは、屈曲

する肩部をもつタイプとみられる。突帯文土器のほかには、内狽Iや外側に沈線をもつもの (22、 31)と 口縁下に

屈曲部をもつ精製の浅鉢 (27)と 鉢類 (26、 28、 30)がある。なお底部が 2点 出土 しているが、時期は胎土から類推

できるのみである。弥生時代前期の可能性があるものとしては、23や 維方向に 2条の沈線をもつもの (29)、 図示で

きなかったが奏または壼の胴部と考えられる破片が10数点あり、確実に器形を判別できるものはない。

全体に突帯文土器の占める割合が高 く、その諸特徴は第 2次調査出土資料に近似する傾向を示 している。資料

数が少ないことから検討に十分耐えうるものではないが、突帯幅の狭さ・貼 り付け位置の低さなどから第 3次調

査出土資料よりもやや新相に位置づけられるとみられる。共伴する浅鉢等にも古相のものがないことも、これを

補完する証左のひとつであるが、詳細は今後の資料の増加を待つたのちの再検討に委ねたい。

石器 (図 25、 写真 7)石核・楔形石器・石鏃といった製品のほか、サヌカイ トのフレークやチップ (以下、黒J片

類)が多 く認められた。孝」片類も含めたサヌカイ ト総重量は、 5m2足 らずの面積にもかかわらず2聖.6g(う ち最J

片類177.7g)と 、かなりの密度である。サヌカイトのほか、泥岩や結晶片岩の破片が 1点ずつみられた。

c.ま とめ

今回の立会調査では、黒色土 (9a層 )の広が りと、該期の石器製作地の存在が明らかになったことが成果と

して挙げられよう。既往の第26・ 27次調査、旧本部棟移設地における試掘・確認調査等の状況もあわせ、南に黒

色土が広が り、標高の高い東の一帯にも延びていることが明らかとなった。第 3地点から200m南 に下つた第 2

次調査地点で黒色土の大きな段差が確認されてお り、その地点を南限として北東方向へ緩やかな傾斜をもちつつ

高 くなっていく微高地上に居住域が存在するとみられ、今回の第 1地点は、北に隣接する第27次調査地点で黒色

土が低位に落ち込むことから、その微高地の北端にあたるものと考えられる。また、第 2次調査 B地点でも指摘

されているように、上層の出土に限られるチップ類の存在は、居住域あるいは近接する石器製作域であった可能

性を示唆 しているといえる (吉留・栄1986.pp.39-40)。 石器の内容的にも、種類は少ないが第 2次調査では

確認されなかった石核が存在していること、また面積あたりのサヌカイト最J片類の重量 (35。 Mノm2)は 、比較

的密であるとされた第2次調査B地点 (1.21g/m2)の 約30倍 に達しており、またサヌカイト製石器出土重量

(19.38g/m2)に ついても第2次調査B地点・BH13区 (B地点:0.29ゴ m2、 BH13区 :0.57g/m2)と の間にかな

りの格差があることから、今回の第 3地点南端は石器製作の中心域であったと考えられる(1)。
(忽那孜三 )

言主

(1)石器類の器種の多様さから、第 3地点より200mほ ど南に位置するBH13区 が実際の居住域に、より近い地点である可能性が高

い 。
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