埋蔵文化財と文化財建造物のミニ情報誌
文化財センター通信
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紀州の歴史と文化の風
財団法人

教授・文学博士)

休憩（５分）
藤本

清二郎(和歌山大学教育学部長

教授・文学博士)

「江戸期、西浜村の開発と水軒堤防」
14：40〜

此松

水軒堤防遠景（南から）

水軒堤防の役割」

平成１７年７月９日（土曜日）
財団法人

和歌山県文化財センター

後援：和歌山県教育委員会
和歌山市教育委員会
和歌山大学教育学部
和歌山地方史研究会
社団法人和歌山県文化財研究会
養翠園
日本城郭史学会
和歌山城郭調査研究会
和歌山井堰研究会

休憩（10分）

15：25〜

「討論

16：00

閉会

【会

水軒堤防を考える」・質疑応答

場】和歌の浦アート・キューブ(和歌山市和歌浦南３丁目10‑1)

シンポジウム開催！

当日は大雨にもかかわらず︑
名

重な遺跡を今後どうするのかへも少

・地元に

シンポジウムでは︑まず発掘調査

果の概要報告があり︑次に︑城郭史

のことを知らないのでこの機会に少

担当者から今回実施した発掘調査成

を専門とする北垣聰一郎氏︑近世文

71

)
し踏み込むべきでは︒ ( 代男性 )
年住んでいますが地元史

献史学の藤本清二郎氏︑和歌山県防

しでも勉強したい︒ ( 代男性 )
︵講演内容など次頁につづく︶

災関係の第一人者の此松昌彦氏にそ

表紙

れぞれ講演をおこなっていただきま

した︒最後に︑会場からの質疑応答

と︑水軒堤防の築造目的と築造時期

を中心に討論をおこないました︒

シンポジウム参加者の感想

60

15：15〜

シンポジウム資料

・一つの命題に各専門から迫るシン

ポおもしろいですね︒ ( 代男性 )
・多面的に水軒堤防を考えられるこ

( 代男性

とが理解できた︒ ( 代男性 )
・他の所で堤防を広範囲にいつでも

見られる事を希望する︒
50

60

昌彦(和歌山大学教育学部地学教室助教授・理学博士)

「江戸時代以降の南海地震による被害と

13

号で発掘調査成果を

14：00〜
14：05〜

シンポジウム

聰一郎(元東大阪短期大学

「水軒堤防の石積み技術について」

特集!

﹃県指定史跡 水軒堤防を考える﹄

北垣

﹃風車﹄第

13：25〜

紹介しました江戸時代に造られた県

知之((財)和歌山県文化財センター副主査)

「水軒堤防の発掘調査について」

の参加者を数え︑盛況であったとい

仲原

指定史跡水軒堤防について︑石積み

13：05〜

えます︒参加者の熱心なまなざしを

−その築造年代と今日的意義−

開会

技法や文献資料︑防災など多方面か

開会挨拶・講師紹介

受けて︑各講師の先生方は熱弁をふ

13：00〜

ら総合的に検討していくことを目的

13：00

『県指定史跡 水軒堤防を考える』

としたシンポジウムを開催しました︒ るって応えていました︒

シンポジウム

和歌山県文化財センター

シンポジウム会場風景

１

60

・学問的探求にとどまらないよう貴

60

35

−第14号の主な内容−
１．シンポジウム『県指定史跡
水軒堤防を考える』特集！
２．吉備町子ども古代探検隊
３．コラム【考古学の散歩道】
「新人調査員誕生!!」
４．和歌山県文化財センター
ホームページ開設のお知らせ

各講師の水軒堤防の評価

ばれる河川

州流﹂と呼

まず﹁紀

４４︶に朝比奈段

６２４〜１６

永年間︵１

軒堤防は寛

従来︑水

模と被害を説明されました︒江戸時

を中心にその規

特に和歌山県

震について︑

した南海地

過去発生

にあるという評価をされていました︒
︵仲原知之︶

して国史跡に指定すべき価値が十分

な文化財であるとともに︑国の宝と

此松先生の講演

の堤防技術︑

右衛門が築造したとされていました︒

代以降︑慶長９年︵１６０５︶・宝

藤本先生の講演

﹃地方凡例録﹄に

しかしこの内容のもとになった文献

永４年︵１７０７︶・嘉永７年︵安

北垣先生の講演

記載される堤防の築造方法︑かつら

年︵１９

各講師とも水軒堤防は地域の貴重

ぎ町で発掘された
が現在確認できず︑明治

の石垣技術などを紹介したうえで︑

次に︑和歌山城や金沢城など城郭

また各種古文書を用いて︑段右衛門

う記述があることを紹介されました︒

永２年︑１７０５︶に築造したとい

垣堤防は徳川吉宗が将軍就任前︵宝

築造した当時の水軒堤防の目的は

した︒

和の地震を耐え抜いてきたとされま

すが︑水軒堤防は︑宝永・安政・昭

９４６︶に南海地震が発生していま

田荘堤防などを

通して︑堤防の歴史的背景を紹介し

年︵１

水軒堤防で用いられている石積み技

の業績や周辺の西浜村の開発につい

特定できませんが︑砂洲上に築造さ

政元年︑１８５４︶・昭和

術や技法について詳しく検討を加え

世紀前半〜中

０９︶の﹃雑賀村郷土史﹄では︑石

られました︒その結果︑水軒堤防の

て説明されました︒

頃にかけて西浜村は開発され︑その

護岸機能を果たしてきたとともに︑

れており︑砂洲の侵食を防ぐための

土盛り堤防を石積みに改修したので

た︒

て重要な堤防であると述べられまし

２

ていただきました︒

石積みについては海側でも山側でも
下半部が上半部より積み方が丁寧で

背景に水軒川改修と水軒堤防築造が

たとされました︒現在は波浪堤防の

世紀

あり︵技術差＝時期差か︶︑

世紀前半

結果的に津波を防ぐ役割も担ってき

後半の金沢城や東本願寺・日光東照

れらの文献資料から︑

役割はなくなってしまいましたが︑

世紀後

︵寛永年間︶に堤防を築いたとして

津波堤防としての役割はまだ残って

宮との比較から︑下半部は

もそれは石積みではなく土盛りであ

いると考えられ︑国指定史跡広村堤

世紀に入る頃︵？︶

に造られたと考えるのが妥当である

った可能性があり︑雑賀村郷土史を

防と並んで和歌山県の防災上におい

半︑上半部は

とされました︒石工については︑和

世紀初め頃の吉宗期に

お墓を加工する技術が応用された可

はないだろうかと推論されました︒

石積み堤防断面図

21

42

あったと述べられました︒最後にこ

17
評価すると

17

17

歌山城より加工度は精緻で︑むしろ

17

能性があると述べられました︒

18

18

子ども古代探検隊

験をしてもらっていました︒言わば

海南市の野上中南遺跡などで発掘体

と５年生の男の子たち︒説明を聞く

名︒吉備町内の元気な小学校４年生

夏の恒例行事と言っていいものです︒ のももどかしく︑さっそく土器と格

発掘の体験ではなく︑その後の整理

した石膏が次第に固まっていく様に

ったことは初めてとかで︑水に溶か

限られた時間の中で︑どこまで隊

員たちに発掘の整理作業の内容︑重

要性が伝えられたか心もとない限り

ですが︑彼らの夏休みの思い出のひ

とコマとして残ってくれればと思い

ました︒

この日のために準備した時間と労

︵村田

弘︶

力に余りある隊員たちの笑顔と喚声

でした︒

石膏入れ作業

子ども古代探検隊

今年はこれまでと少し趣向を変え︑ 闘開始︒まずは石膏復元︒石膏を使

作業を体験してもらうことになりま

不思議そうな目を注いでいました︒
次にやったのが拓本作業︒土器の表

した︒
発掘現場はテレビなどで報道され

面に和紙を当て︑その上から墨を軽

べられた古墳時代の土器片にチャレ

よく知られているところですが︑整

表面の文様が現れてくる︒﹁すごい

ンジ︒最初は要領がわからずとまど

く塗りつけるとアラ不思議︑土器の

らない世界といっていいでしょう︒

やろ﹂と子どもたちに同意を求めれ

っていましたが︑やがて﹁わっ！

理作業と言うのはほとんどの人が知

発掘の成果をまとめて本にする一連

ば﹁魚拓といっしょやな﹂と醒めた

ょっと︑もうちょっとと時間延長を

の作業を言うのですが︑土器洗いか

隊員にもっとも受けたのはやはり

乞われ︑予定していた１時間をはる

去る８月１日︑海南整理事務所で

いく注記作業︑その土器をジクソー

土器の接合作業でした︒机一杯に並

ひっついた！﹂と︑嬉々とした喚声

パズルのように接合していく作業︑

一言︒ごもっとも︒原理的にはいっ

﹃吉備町子ども古代探検隊﹄は吉

さらには石膏を入れて復元する作業

らはじまって︑土器の破片１点ごと

備町教育委員会が主催するもので︑

などさまざまな工程があります︒大

験してもらいました︒

子どもたちに町内や県内の古い時代

きな調査では︑その整理に２年︑３

かにオーバーしてしまった次第︒

のことを知ってもらおうと年４回の

デタチで現れた探検隊メンバーは６

さて当日︒野球帽に水筒というイ

題して﹃発掘の整理を知ろう！﹄

体験してもらおうという企画でした︒

してもらい︑その難しさ︑楽しさを

これらの作業を実際に子どもたちに

年の時間を費やすこともあります︒

る第２回目は毎年町外に出て体験学
習をするものです︒
これまでにも当センターは協力業
務の一環として探検隊を受け入れ︑

号墳︑

昨年度までにみなべ町大塚遺跡︑和
歌山市岩橋千塚古墳群大日山

子ども古代探検隊

講座を開き︑そのうち夏休みに当た

は吉備町子ども古代探検隊のメンバ

土器接合作業

が上がり始めました︒あとはもうち

in (財)和歌山県文化財センター

しょなのです︒

〜発掘調査の整理を知ろう!〜

にどこから出土したかを書き入れて

吉備町

ーを迎えて発掘調査の整理作業を体

海南整理事務所
35

３

吉備町教育委員会主催

月下旬の開設を予定しておりますが︑ここではその大

：maizou‑1@wabunse.or.jp

JR

当センターでは︑ホームページを開設することになりまし
た︒

まかな内容を紹介したいと思います︒

センターの紹介︑埋蔵文化財課の業務︑建造物課の業務を

柱として構成しています︒センターの紹介は︑組織構成・事

業計画・収支決算等運営に係わる内容です︒埋蔵文化財課の

業務では︑主に現在実施中︵実施済︶の発掘調査︑出土遺物

整理の状況を︑建造物課の業務では︑業務の流れや現在実施

中の解体修理事業について掲載します︒事業の進捗に応じた

新鮮な内容にしていきたいと思っています︒

︽編集後記︾ようやくこの号の編

e‑mail

この他既刊報告書の

集が終わり︑ひとまず水軒堤防を卒

Fax：073（425）4595

リスト等各事業で得ら

業です︒和歌山市太田・黒田遺跡の

Tel：073（433）3843

れた成果や現地説明会︑

発掘調査がはじまりました︒みなさ

和歌山市湊571‑1

シンポジウム等の案内

〒640‑8404

ん見学にお越しください︒︵仲原︶

(財)和歌山県文化財センター

も掲載しますので︑是
非ご覧ください︒

発行

平成17年９月15日

４

9

新人調査員誕生
！！

60

5

8

今年の盆明けから和歌山県文化財センターの非常勤調査員とし
て働くことになった横矢晋二郎です︒別府大学で考古学を学び︑
和歌山市文化体育振興事業団の発掘調査で現場の経験を積んで︑
その後︑別府大学大学院にて古建築について学び︑今春に大学院
を修了して︑改めて考古学の世界に舞い戻って参りました︒
調査員として初めての発掘現場で監督をすることになり︑ 月
日から太田・黒田遺跡の発掘調査をしています︒この遺跡は︑
和歌山市文化体育振興事業団などによって約 回にも及ぶ発掘調
査が行われている県内最大の弥生時代前期に始まる集落遺跡です︒
今回の調査地は 和歌山駅東側の道を東へ歩くこと 分程の所に
あり︑太田・黒田遺跡の東端にあたり︑近辺に羽柴秀吉によって
水攻めされたことで有名な太田城の跡と推定される場所もありま
す︒また︑調査地近辺の黒田公園から銅鐸が出土したり︑近隣の
現場で弥生時代の住居跡が発見されるなど︑それらに関する遺構
や遺物が発見される可能性のある調査地なのです︒
このような大変興味深く重要な調査地で現場監督を任されると
いう重圧と︑今回の調査で何が出土するだろうかという期待など
で︑非常に緊張していますが︑太田・黒田遺跡の弥生時代の様子

晋二郎︶

第14号

29

を解明すべく︑現場監督の一
人として責務を全うできるよ
うに︑発掘調査に専念したい
と思います︒
今回の調査で重要な発見が
あった場合は現地説明会を行
いますので︑発掘現場に足を
運び見学をして︑弥生時代を
はじめとする太田・黒田遺跡
の事を少しでも皆様に知って
頂ければ幸いです︒
︵横矢

トップページ画面

コラム【考古学の散歩道】

＝財団法人和歌山県文化財センター
9月下旬頃ホームページ開設決定＝
URL:http://www.wabunse.or.jp

