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【かざぐるま】

発掘調査報告会

文化財センターでは西日本高速道
路株式会社より委託を受けて︑高速
より北
道路の拡幅工事部分︵吉備 IC
側︶において︑今年５月〜７月にか
けて有田川町野田に所在する野田地
区遺跡の発掘調査を実施しました︒
からすき

調査では︑平安時代中期の溝から
は犂が２点出土しました︒この溝は
ほぼ南北方向に延び︑幅約６ｍ︑深
ｍ

３．野田地区遺跡

：残存部

犂床
リショウ

︵川崎雅史︶

すが︑県下では初の出土となります︒

65cm

世紀前半代のものであると
考えられます︒犂は戦後︑
耕運機が普及するまで使

35cm

れらは

に耕転したことが分かります︒古代

発掘調査の概要

を確認しています︒犂２点は溝の底

２．野田地区遺跡

〜中世にかけての犂は︑西日本を中

１．野田地区遺跡出土の犂

付近で約３ｍの間隔をあけて出土し

リエン

心にこれまで十数例確認されていま

犂轅

ました︒一緒に出土した土器からこ

さ約１ｍで︑調査区内で長さ約

文化財センター

５．「第16回

65cm

われていた田を耕す道具

りしょう

すきさき

犂柄
リヘイ

１

４．考古学基礎講座の報告

70cm以上

９cm

で︑古代よりほとんど形
を変えずに伝わっていま
からすき

す︒野田地区遺跡から出
りへい

土した犂は２点とも犂床
ちょうしょうすき

と犂柄を一木で作り出し
すき

た長床犂で︑鉄製の犂先

と犂へらを装着して使っ
たものです︒犂先の形態
などから掘り起こした土
は進行方向に向って左側

把手
トッテ
犂柱
リチュウ

速報展−紀州の歩み−」

野田地区遺跡出土 犂の略図

12

−第26号の主な内容−

35cm

７cm

からすき

11

野田地区遺跡
（有田川町）

出土！
犂

県内初

和歌山県文化財センター
財団法人

号
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第
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紀州の歴史と文化の風

平安時代の

かがん

だん

発掘調査を実施した場所は河岸段
ちゅうせきち

接する沖積地で︑古墳時代前期や平

最も北側の調査区のⅠ区は段丘に

落の様相をうかがうと︑古墳時代前

出土する遺物から周辺に存在した集

今年度のⅠ区は１９８０年度調査
条の

ひとがた

とが想像できます︒平安時代の人形

の出土は︑近くに都と直結した人物

がいたことをうかがうものです︒古

代の文書から９世紀には当地に郡司

として﹁紀﹂を姓にもつ人物がいた

ことが分かっており︑同じ文書に

﹁野田大溝﹂の地名もでてくること

などからも関連が注目されます︒
溝の延長部分に相当し︑ほぼ１箇所

や観音寺との関係を想定することが

物が出土するなど︑野田の宝篋印塔

ほうきょういんとう

鎌倉時代の末頃には仏教関係の遺
にすべての溝が重なっています︒今

︵川崎雅史︶

できます︒

ｍ下で見つかった平安時

ｍを確認しています︒

さが約１ｍで︑調査区内で長さ約

ぼ南北方向に延び︑幅が約６ｍ︑深

犂が２点出土しました︒この溝はほ

からすき

代中期の溝からは１頁目で紹介した

より

時代１条です︒このうち現在の地面

鎌倉時代２条︑平安時代２条︑古墳

回検出した溝の内訳は室町時代１条︑

区の東に接し︑前回検出した

なく︑有力者が近くに住んでいたこ

期や平安時代は一般の農村集落では

.

安時代から室町時代にかけての溝を
６条検出しました︒これらは標高
ｍ〜
４
. ｍまでの間を流れては埋ま
り︑流れては埋まりしていたもので︑
江戸時代以降︑この場所は水田とな
っています︒現在の地面は標高約
８ｍで︑古墳時代から現在までは実

きゅう

丘上から沖積地にかけての部分で︑
に４ｍの堆積があったことになりま

びこうち

㎡と狭いにもかか

微高地となる河岸段丘上︵Ⅱ区︶で
ていしっち

おり︑面積が約

ひと

いす

犂の他に︑古墳時代前期の溝から
は建築部材や机や椅子の部材などが

いぐし

いはい

形や斎串︑鎌倉時代の仏教関係遺物

がた

築部材︑平安時代の祭祀に使った人

さいし

として古墳時代前期の陶質土器や建

とうしつ

１条︶が検出され︑特筆すべき遺物

時代４条︑鎌倉時代２条︑室町時代

複数の溝︵古墳時代前期３条︑平安

かりました︒この調査では沖積地で

の性格を把握する多くの資料が見つ

伴い１９８０年度に調査され︑遺跡

この遺跡はかつて高速道路建設に

タイムカプセルと言えるでしょう︒

多量に出土しました︒ちょうど昔の

わらず残りの良い土器類や木製品が

92

多くの土器とともに出土しています︒

ささとうば

２

す︒低湿地にある溝と言うこともあ

野田地区遺跡の溝群模式図

たてあなじゅうきょ

SD7･6･5
（９･10世紀）

10
13

12

である笹塔婆や位牌などがあります︒

古墳時代前期の建築部材

の概要
SD10･9･8
（弥生末〜古墳前期）
沖積層

10

発掘調査

は弥生時代後期の竪穴住居や鎌倉時

段丘

弥生時代の竪穴住居
12

2
.
5

野田地区遺跡
SD4･3･2･1
（11〜15世紀）

って遺物が密封された状態になって

現地表面

代の溝などを検出しました︒
N
S

野田地区遺跡
発掘調査報告会
大津市聖衆来迎寺所蔵
『六道絵』犂耕図より

（一部加筆）

８月５日（土）きびドーム（有田川町）において、
犂(からすき)

野田地区遺跡の発掘調査成果報告と犂の展示解説をおこない
首木(オナグラ)

ました。当日は45名もの熱心な方々にお越しいただいて
シリガセ

盛況のうちに無事報告会を終えることができました。
牛

県内で初めて犂が出土した野田地区遺

えて頂きました︒古代の犂を見た印象と

うな木で作られているかと言うことを教

からすき

跡の発掘調査報告会は︑８月５日︵土曜

しては︑﹁小さい﹂と言う人が多く︑ま

ったようで︑椀の内面に施された暗文を

こともあって︑年配の方の中には実際犂

ものだ﹂と感激していました︒

おなか

再認識しました︒

︵川崎雅史︶

活動が如何に大事であるかと言うことを

も現地説明会や今回の報告会などの普及

方々に遺跡の内容を知ってもらうために

明内容などが記入されており︑一般の

お会いしました︒アルバムには克明に説

時作った現地説明会資料を持参した方に

る田殿尾中遺跡の現地説明会の写真や当

たどの

に行われた野田地区遺跡や同じ町内にあ

報告会が終わった後︑今から約

年前

たほとんどの人は﹁腐らずによく残った

日︶に有田川町下津野にある﹁きびドー
ム﹂に於いて有田川町教育委員会後援で

の事業紹介や有田川町の歴史や発掘調査

見て﹁これはどう言う意味があるの？﹂

質疑応答に引き続いて︑野田地区遺跡

を使ったことがある人が何人か居られま

25

開催されました︒
犂出土のニュースは３日の朝刊に載り︑
報告会の開催についても新聞等によって
周知されていたこともあって︑町内以外

名

にも周辺市町村や遠くは大阪府からの来
場者もあり︑会場がほぼ満席となる
の参加がありました︒

の意義と発掘で得られた資料の活用方法

とか﹁これで本当に御飯を食べたの？﹂

まず︑渋谷埋蔵文化財課長がセンター

などについて説明しました︒それを受け

と言うような質問がどんどんと飛び出し

から出土した瓦器椀や黒色土器椀を参加

した︒民具の犂も﹁紀伊風土記の丘﹂か

３

あんもん

て佐伯主任・川崎技師が野田地区遺跡発

最後に出土した犂を披露して︑構造な

てきました︒
いて報告をおこない︑その後プロジェク

どについて説明をおこないました︒犂は

掘調査の概要と犂についてレジュメを用

ターを使って野田地区遺跡で見つかった

者が実際手にとり感触を味わってもらい

ら借用して展示していたので︑それの具

遺構や遺物の画像説明をおこないました︒ 戦後耕運機が普及するまで使われていた

ました︒ガラス越しに遺物を見るのでは

体的な使い方や犂及び犂とともに使われ

こくしょくどき

なくて︑肌に触れて目の前で見ることに

る﹁オナグラ﹂や﹁シリガイ﹂がどのよ

がき

よって随分土器に対するイメージも変わ

犂の展示解説風景

45

報告会の会場風景

第１回考古学基礎講座
第１回考古学基礎講座〜サヌカイトによる石器づくり〜を開催し︑

10

名の参加者がありました︒ほとんどの方がはじめての石器づくりで

したが︑皆さん時間を忘れるほど熱中して石器を作っていました︒

サヌカイト︵讃岐石︶とは︑大阪府・奈良県境の二上山や香川県金

山などに産出する石材で︑旧石器時代〜弥生時代にかけて瀬戸内から

近畿を中心に石器の石材として利用されていました︒今回は︑昔の人

たちがおこなったように︑礫でサヌカイト原石を打ち割った後︑鹿角

完成した石器(石鏃)です

の先などで石器の形に仕上げていきました︒

鹿角で形を整えています

最後に参加者に感想を聞いたところ︑﹁昔の人たちと同様な作業を

石器づくりに夢中です

平成18年７月２日（日）開催

して石器を仕上げられて良かった︒﹂︑﹁石器づくりに夢中になれま

慎重に作っています

した︒﹂︑﹁初めての石器づくり楽しかったです︒﹂など︑昔の人た

原石を打ち割っています

︵仲原知之︶

作業前の説明です

ちの石器づくりを学び︑石器づくりの楽しさや難しさを実感すること

ができたようです︒

〜サヌカイトによる石器づくり〜

弥生時代の終焉 旧吉備中学校校庭遺跡発掘調査成果報告会

〒640‑8404
和歌山市湊571‑1
Fax：073（425）4595
e‑mail：maizou‑1@wabunse.or.jp
URL

http://www.wabunse.or.jp

︵仲原︶

Tel：073（433）3843

４

︽編集後記︾今年度も各発掘調査

(財)和歌山県文化財センター

現場で︑新しい調査成果が明らかに

発行

なってきています︒これからもその

平成18年８月26日

成果を風車に乗せてお届けしていき

第26号

たいと思います︒

日時：平成18年９月23日(土)午後１時から
主催：(財)和歌山県文化財センター
場所：きびドーム(有田郡有田川町下津野2021 電話0737‑52‑8002) 共催：有田川町教育委員会
講演内容：司会 有田川町教育委員会 川口修実氏
13：00〜13：10
開催の挨拶 (財)和歌山県文化財センター専務理事 松田長次郎
13：10〜13：50 「有田地方の地形」和歌山県教育センター学びの丘所長 吉松敏隆氏
13：50〜14：30 「遺跡があるわけ」県教育委員会文化遺産課課長 藤井保夫氏
14：30〜14：40 （休憩）
展示遺物解説
14：40〜15：20 「旧吉備中学校校庭遺跡発掘調査成果」(財)和歌山県文化財センター 佐々木宏治
15：20〜16：00 「弥生から古墳社会への変革」奈良女子大学文学部講師 坪之内 徹氏
16：00〜16：30
講演者討論
16：30〜16：40
閉会の挨拶 有田川町教育委員会 教育長 楠木茂氏
有田川
☆

至

旧吉備中学校
校庭遺跡
高速(吉備IC)
国道42号線

至

金屋
国道424号線

県道22号吉備金屋線

吉備中学校

◎

吉備庁舎
（旧吉備町役場）

きびドーム

会場位置図

