全史協四国通信
平成２８年度

国指定史跡 土佐国分寺跡

‐ 高知県南国市 ‐

土佐国分寺跡は、大正11年10月12日に国の史跡に指定されました。史跡の大部分は
四国八十八ヶ所霊場第29番札所国分寺が占めており、中心には重要文化財である長宗我
部元親が再興した金堂があります。
これまでの発掘調査により、金堂や僧房に関する遺構は確認されていましたが、寺域
を示す遺構は確認されていなかったため、平成28年度から範囲確認調査を開始しまし
た。1次調査では、寺域北限を区画する2条の溝を確認しました。今後、他の区域へ調査
を広げ、寺域を確定するとともに、追加指定に向けて取り組む予定です。
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１．平成２８年度事業報告
①全史協四国地区協議会総会
・日

時

平成28年8月18日（木）13:30～14:10

・会

場

徳島市立徳島城博物館

・開 会 挨 拶

講座室

四国地区協議会会長
松山市長
遠藤

野志

・開催地挨拶

徳島市長

・来 賓 挨 拶

文化庁文化財部記念物課

克仁

彰良

文化財調査官

中井

將胤

徳島県教育委員会教育文化課
課長
・議

草野

純一

課長補佐

早渕

隆人

事

第1号議案

平成27年度事業報告及び決算報告について

第2号議案

平成28年度事業計画案及び予算案について

第3号議案

有識者招へい旅費補助金について

第4号議案

平成29年度（第22回）総会の開催地について

・閉 会 挨 拶

平成29年度（第22回）開催地

②記念講演会
・日

時

平成28年8月18日（木）14:20～16:30

・会

場

徳島市立徳島城博物館

・内

容

記念講演

講座室

文化庁文化財部記念物課
文化財調査官

中井

將胤

「史跡等のマネージメントと整備」
事例報告

徳島市教育委員会社会教育課
係長 三宅

良明

「史跡徳島藩主蜂須賀家墓所の調査と整備」

③視察研修
・日

時

平成28年8月19日（金）9:00～12:00

・場

所

徳島藩主蜂須賀家墓所（国史跡）

④研修派遣補助
・平成28年度文化財担当者専門研修「地質考古調査課程」
（５日間）…高松市
・奈良文化財研究所平成28年度遺跡整備・活用研究集会
（１日間）…松山市
・平成28年度第２回埋蔵文化財担当職員等講習会
（３日間）…西予市

⑤全国史跡整備市町村協議会臨時大会及び文化財関係予算陳情
・日

時

平成28年11月17日（木）8:30～

・場

所

ホテルニューオータニ

⑥全史協四国通信発行

・刊

行

ザ・メイン「芙蓉」

平成29 年 3月
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２．研修派遣補助実施報告
平成28年度文化財担当者専門研修「地質考古調査課程」報告
高松市創造都市推進局文化財課

舩築

紀子

日時：平成28年8月29日～9月3日
場所：奈良文化財研究所
○『近年の考古学の動向と課題』

奈良文化財研究所

小池伸彦

大規模災害の発生と地質考古学の学史についての講義と普通地質学と一般地質
学、応用地質学と考古学とのかかわりについての講義が行われた。
東日本大震災以後、低頻度大規模地震・火山噴火と歴史災害への関心の高まり
と歴史災害解明に対する文献史学・考古学の貢献から、考古遺跡での直接的な地
質学的災害痕跡究明への期待が高まっていることが分かった。実際に、東京大学
を中心としたチームの災害発生時のシミュレーションのために、発掘調査報告書
から読み解ける災害痕跡データーベースが、奈良文化財研究所を中心として行わ
れていることが紹介された。
○『第四紀学と考古学』

日本大学名誉教授

遠藤邦彦

気候変動と海水準変動、地形形成の連動性について、関東平野の事例をもとに講義が行われた。第四紀
学のため、タイムスパンが1,000～10,000年単位となるが、我々が『地山』と呼んでいる地形の形成につい
て、様々な要因で形成されたことが理解できた。
当初、発掘調査現場を見学し、堆積状況の見方についての講義が行われる予定であったが、前日の大雨
で発掘調査現場が水没し、当日の復旧が遅れたため、現場見学時間が限られた。そのため飛鳥資料館で飛
鳥の地形について航空写真と模型をもとに講義が行われた。
○『堆積構造と考古学』

奈良文化財研究所

村田泰輔

発掘調査に必要な地質構造の基礎知識について講義が行われた。講義内容は、堆積学のほか、土壌学や
人為的な版築構造にいたる多様な内容であった。また土壌剝片の作成方法やＸ線データの解析の方法につ
いて、講義が行われた。
○『木質遺存体と考古学』

奈良文化財研究所

星野安治

前の講義が押したため講義時間が30分程度となった。年輪年代法についての基礎的な講義であった。
○『花粉化石と考古学』

奈良文化財研究所

上中央子

花粉が残存しやすい環境や、土のサンプリング方法、サンプルの保管方法、分析データの読み方につい
て、講義が行われた。
○『動物遺存体と考古学』

奈良文化財研究所

山崎

健

自然科学分析の現状と、出土状況の記録・取上げ方法、堆積環境の把握と記録について講義が行われ
た。ここでも分析依頼者の責任と心構えについて、非常に時間を割いて行われた。動物や花粉、年輪な
ど、分業体制が必要となるものについて、現場担当者として現場で失われる情報である「出土状況」と
「堆積状況」について把握するとともに記録する必要性を強調されていた。
また、小型の骨を採集する方法について、むやみやたらの土の回収とフルイは整理作業に多大な負担と
なること、現場での試しフルイ（試掘）を行い、効率的なサンプルの採集方法を検討する方法などが紹介
された。
○『土木工学と考古学』

鳥取大学名誉教授

藤村

尚

講義では、①砂の液状化、②圧密・支持力、③物理探査、④土の締固め・補強土木法について、土木工
学の基礎分野の説明があった。
土木工学という考古学とは別の手法で、土に対するアプローチの仕方にはなじみが無かったが、圧密試
験のデータを利用して、上部構造物の負荷値を求める方法があること（上部構造物の復元に役立つ）、電
気探査の応用方法、適正含水比率による締固めと強度について（人為的な埋戻しと整地の判別）、非常に
参考になった。
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○『遺跡と調査プラン設計

遺跡調査事例①』

（公財）鳥取県教育文化財団

茶谷

満

実際の調査事例として、針貫入試験と土壌の含水率測定、土層断面剥ぎ取りを紹介された。
○『遺跡と調査プラン設計

遺跡調査事例②』

（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団

田中広明

地震痕跡を探すことは、当初は弘仁９年（818）に埼玉地域を襲った弘仁地震の痕跡を探ることで、土
器型式の定点資料を探ることが目的であったとの説明を受けた。発掘調査現場では、担当者が、①遺構確
認時に地震痕跡を記録、②土層断面観察で地震痕跡を記録、③土器の型式学的検討から年代論の定点資料
としての位置付け、という着眼点を持って調査を実施している事例発表があった。また液状化現象の痕跡
から震度分布図の作成を行い、長周期地震の研究を行うことで、将来の地震への備えに活用する取り組み
についても発表がなされた。
当初の目的から調査成果の活用に活かす一連の流れや方法が網羅された内容であり、非常に参考になっ
た。また、担当者個人の興味から、組織としてその解明を目的として調査を実施していることに、目的意
識の共有という必要性を痛感する内容であった。
○『地質学と考古学』

奈良文化財研究所

村田

地質とは、地層とは、について、31日に行われた堆積構造と考古学の講義内容を再点検する内容で
あった。ここでは、①当初水平堆積の法則、②地層累重の法則、③側方連続の法則、④堆積相の法則、⑤
切った切られたの法則、について講義がなされ、鳥取県青谷上寺地遺跡での調査事例が紹介された。

奈良文化財研究所 平成28年度遺跡整備・活用研究集会「近世城跡の近現代」報告
松山市教育委員会文化財課

西村

直人

日時：平成28年12月16日
場所：奈良文化財研究所
○趣旨説明
近世城郭（陣屋含む）には、往々にして近代以降の施設や旧藩主を祀る神社な
どがあり、また、桜が多数植えられ、名所となっている場所も多い。これらの中
には、史跡とは別に文化財指定又は登録されているものも少なくなく、言わば
「履歴≒歴史的重層性」として存在している。これら「歴史的重層性」は、近世
城郭に対する地域社会の思いや記憶を具現化したものであるため、城跡の整備を
行うとき、これらを無視することはできない。しかしながら、近世城郭はその
「空間的、精神的な重要性について常に意識できるような整備が不可欠」（『史
跡整備の手引き』2005）であることから、その履歴に歴史的意義が見いだせたと
しても、史跡等の指定に値する枢要の価値である「本質的価値」の顕在化を妨げ
ないよう気を付けなければならない。一方、「本質的価値」の評価の視点には、
時間の経過とともに進化・変容する部分が含まれており、冒頭で挙げたような
「歴史的重層性」の要素の中には、「本質的価値」へ移行するものもある。いずれにせよ、地域における十
分な検討が必要である。
○報告① 高木 博志（京都大学）「“郷土愛”と城跡の近代－藩祖と桜を中心に－」
「旧城下の人々の城や旧藩主に対する思いはいかなるものであったのか。戊辰戦争やその後の戦没者は城
跡でどのように扱われたか。何を契機に桜が植えられたのか。」について、弘前藩（津軽藩）の事例を基に
報告があった。
1874（明治7）年の太政官達書「幕軍戦死者の祭祀許可」を前段として、1889（明治22）年に大赦令が出さ
れるなど、明治政府が安定化するにつれ、旧幕府軍の戦死者の慰霊をはじめとして正史の編纂や旧藩の顕彰
が行われ、明治後期から大正初期にかけては記念祭が盛んに催されるようになった。また、桜の植樹も全国
的に行われている。弘前藩でも、1895（明治27）年に日清戦争の戦勝記念を契機として桜が植えられ、やは
り明治30年代に旧藩の顕彰が行われている。
高木氏はこれらについて、明治政府が本来士族のみであった藩主へ帰属心を記念祭等の開催で平民にまで
浸透させようとしたものであるとし、元々日清戦争までは旧藩の顕彰は自らに仇するものとの捉えていた
が、国際社会に参入していく中で、郷土愛の醸成は愛国心へと繋がるとの考えのもと実施したとした。
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○報告②

羽賀

祥二（名古屋大学）「近世城跡の神社と顕彰碑」

「城跡に立地する神社の歴史的、社会的背景はいかなるものだったのか。神社が地域社会でいかなる役割
を果たしたのか」について、尾張・三河の事例を中心として報告があった。
城郭内神社は、近世段階において全国的に少なからず存在しており、家祖を祀るものや東照宮が多く見ら
れる。例えば、三河の岡崎城は寛永年間に本丸に東照宮、1770（明和7）年に藩祖本多忠勝を祀る映世神社が
建立され、後に合祀され今に至る。高知においても1806（文化8）年に神仏分離のもと神社の再建が行われ、
藩祖が祀られている。
羽賀氏によると、このような動きは、城主のみの意向ではなく、国学が復古神道を基とした住民の意識の
高揚が関わっており、住民祭祀的なものの芽生えといえるのではないかとのことである。また、幕末には近
世城郭のみならず、戦国時代の城跡を保存するために記念碑や祠を建てて公園化しようとする動きがみられ
るが、その後の戦争記念碑の建立も含めて、城跡というものが多分に抒情性を引き出すものであるとの考え
を示した。
○報告③ 野中 勝利（筑波大学）「城址の公園化と風致、模擬天守閣と景観」
「城跡公園はどのように誕生するか。博覧会などで公園としてどのように利用されてきたか。模擬天守は
なぜ建てられたか。」について報告があった。
1873（明治6）年の「諸国存城並廃城調査」により、全国の城郭が存城と廃城に分けられると同時に、太政
官布告により城郭の一部は公園となったが、明治政府は、近世城郭を保存しようとは基本的に考えておら
ず、存城又は公園となっていた城郭についても1890（明治23）年には予算獲得にために払い下げを行ってい
る。払い下げを受けたのは殆どが旧藩主で、その後は所在の市が買収し、公園となるケースが多い。公園と
なったものの中には、元は廃城の予定であった米沢城や高知城などもあるが、これらは地元出身の政府要職
の者が旧藩主への思慕の念に基づき、近代的な公園制度を利用するという形で担保されたものである。
明治初期に各地で開催された博覧会は、公園となった城郭の利用価値に対する意識の高揚のために催され
たとし、結果として、多くの人を集め、天守を含む城郭保存の機運を高める契機となったとしている。これ
らは、後に城郭のシンボルとしての模擬天守の築造に繋がる。また、模擬天守は、岐阜城（明治43年建築）
のように当初登山の目標物として城風の建物が造られたが、昭和初期には次第に現存する他城を模するよう
になり、中には、駅からどう見えるかといった町のシンボルとしての視点が加わるようになるとした。
報告④

内田 和伸（奈良文化財研究所）「近世城郭の近代遺構－建築・公園・庭園－」

「近世城郭に立地する近現代の遺構にはいかなるものがあるか。それらの文化財としての価値はどうなっ
ているか。」について報告があった。
近世城郭内には、登録有形文化財として登録されている建造物、土木構造物ほか、登録記念物として登録
されている公園、庭園その他名勝地がある。これらは史跡としての本質的価値を有するものではないが、
個々の文化財としての評価を踏まえた上で、全体として地域独自の歴史・文化のストーリーとして保存と活
用を図ることが重要とのことである。
○質疑・総合討議
○所

見

伊予松山城跡でも、発掘調査において近現代の遺構（兵舎基礎
等）が良好に残っており、整備に活かすべきか、また、現在作成
中の「保存活用計画」に今後の整備対象として記載するかどうか
思案していたところであったので、今回の研究集会は良いタイミ
ングであった。会場には同様の問題を抱えた各市の城郭整備担当
者が多数来ており、このテーマが全国的かつ普遍的な課題である
とあらためて感じた。
個人的には、松山城跡の「歴史的重層性」を表現するためにも近代遺構は何らかの形で明示するべきと考
える。戦時中の遺構の明示については、心理的抵抗のある市民も少なからず存在するだろうが、掩体壕の保
存の問題を含め、戦後70年を過ぎて機は熟したのではないかと思う。
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平成28年度第２回埋蔵文化財担当者等講習会

報告
西予市文化体育振興課

兒玉

洋志

日時：平成29年2月1日～2月3日
場所：ピアザ淡海(滋賀県大津市)
①講義１「埋蔵文化財保護行政の現状と課題」
禰宜田佳男 （文化庁記念物課主任文化財調査官）
東日本大震災における発掘調査について、当初は住民やメディアに叩かれた
が、現在は調査してもらってよかったという意見に変わったという。埋蔵文化財
は、津波で流された後に残った、地域を示すものだからとのこと。デジタル化の
流れの中でデジタルとアナログをどのように取り扱うかが問題となっており、平
成29～30年度にかけて検討し、文化庁で報告書を出す。今後、人口減、低成長時
代の埋蔵文化財行政を作っていく必要があるとのことであった。

②熊本地震と文化財

村﨑孝宏（熊本県教育庁教育総務局文化課）

昨年4月14日と4月16日に発生した連続する大規模地震による、熊本県内の文化財の被害状況について、写
真を基に報告を受けた。前震の後の本震で被害が拡大し、有形文化財（建造物）や史跡、とくに装飾古墳34
基に甚大な被害をもたらした。
それに対し、市町村では被害状況の把握を行い復旧計画を策定、県からは復旧計画策定の支援と文化庁に
対して文化財レスキュー事業（瓦礫とともに廃棄される前に救出し、応急処置や一時保管を行う）、文化財
ドクター事業（歴史的建造物の評価、保存に詳しい建築士らが、被災状況を調査し、対処法を所有者に提案
する）が要請された。今後の課題として、復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査が増加するとみられることか
ら、人的支援の必要性を訴えられた。
③原発事故からの復興に向けて―福島県の現状と課題―
・「復興の現状と今後の調査」

轡田克史（福島県教育委員会文化財課副主査）

・「浜通りの埋蔵文化財と発掘調査」 吉田秀享 ((公財)福島県文化振興財団遺跡調査部調査部長）
轡田氏は、まもなく６年を経過する東日本大震災の被害および初期対応と、復興に伴う埋蔵文化財保護に
向けた取り組み、復興の現状について述べられた。今後の課題として、復興事業の継続による埋蔵文化財発
掘調査が今後も続けられるため、県の調査体制の維持と市町村（とくに浜通りの市町村）への支援体制の構
築が必要となる点を挙げられた。
吉田氏の報告された福島県浜通り地方の震災復興に伴う発掘調査においては、数多くの古代の製鉄遺跡が
確認されており、古墳時代～古代における日本の調査された製鉄炉の1/5を占める。竪型炉と箱型炉があり、
銑鉄を主に生産していたことが判明した。２つの形態の炉が存在する理由について操業実験の結果、ハイリ
スク・ハイリターン（箱型炉）とローリスク・ローリターン（竪型炉）の同時操業により、良質でない砂鉄
から需要をかなえようとしたためと考察された。
④講演１「水中遺跡の可能性－豊かな歴史像を目指して」 小野正敏（国立歴史民俗博物館名誉教授）
講義２「日本における水中遺跡の保護」

水ノ江和同（文化庁記念物課文化財調査官）

日本における水中遺跡のもつ価値と、その保護について講演を受けた。小野氏は様々な種類の水中遺跡に
ついて紹介いただいた。典型的な例としては沈没船があり、そのタイムカプセル性が重要とされた。朝鮮半
島西南部沖合で発見された新安沈没船などは1323年当時の日元貿易の実像を明らかにした。また、海揚がり
品や元寇防塁の乱杭、海城、護岸等が紹介され、これら水中遺跡の調査が、陸上の遺跡ではできない分析を
することができ、豊かな歴史像を描くことができるとされた。
水ノ江氏は、埋蔵文化財行政として、水中遺跡をどう保護していくかについて講義された。平成24年より
設置された水中遺跡調査検討委員会にて、作成された、「日本における水中遺跡保護の在り方について（中
間まとめ）」について紹介され、日本における保護の現状と課題として、第1段階の把握と周知が不十分であ
ること、そのために必要な引揚遺物の取り扱いや、開発事業が生じた際の対応方法の考え方、そうなった場
合の対応を実施する体制の未整備の問題が挙げられた。そして、把握には様々な探査機器の活用が有効であ
ること、周知では、近世以降のものが多いため、日本の歴史と文化という大きな観点から時代にとらわれな
い対応が必要となること、やむおえない場合の記録保存調査の対応、探査や潜水について外部への業務委託
について示された。

—６—

⑤講演２「埋蔵文化財行政と地域研究」

稲田孝司（岡山大学名誉教授）

基調報告１「壱岐島における“しまごと博物館”の実現に向けた取組―調査成果を市民に還元する―」
松見裕二（壱岐市教育委員会文化財課学芸員）
基調報告２「文化財フルコースのすすめ‐群馬県保渡田古墳群の調査・整備・研究から地域づくりまで」
若狭

徹（高崎市教育委員会文化財保護課長）

基調報告３「埋蔵文化財行政における研究とは―新潟県内の取り組み事例から―」
澤田

敦（（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団調査課

課長代理）

基調報告４「埋蔵文化財調査成果の活用―遺跡の評価と研究―」
宇垣匡雅（岡山県古代吉備文化財センター所長）
埋蔵文化財行政と研究との関わりについて、それぞれ報告を受けた。
稲田氏は、地方公共団体の埋蔵文化財行政における地域研究について、いかに困難を乗り越えて地域の歴
史を発見するかが課題であり、その成果は、目に見える形で地域や全国に発信しなければならないとされ
た。また、研究の際の学際的な連携が重要とされた。
壱岐市の松見氏は、壱岐プロジェクト「しまごと博物館」について紹介された。壱岐市では、発掘調査、
研究の成果を多彩な方法で市民に還元している。具体的には、発掘調査現場における看板展示や、整理作業
場の公開、博物館、ガイダンス施設、遺跡公園を結ぶ３ステップ展示などを紹介された。これによって博物
館の模型と遺跡公園とをリンクさせるとのこと。とくに、模型については、登場人物が市民の顔をしており
ユニークな発想だと思った。遺跡公園では、市民が古代人になりきって展示に参加する試みも行っている。

高崎市の若狭氏は、５世紀後半の前方後円墳である八幡塚古墳から出土した円筒埴輪と人物埴輪の研究を
行い、墳丘復元や市民による埴輪の製作等の活用に生かすとともに、多数の書籍を刊行していることを紹介
された。また、遺跡、遺物を連動させるストーリーを描くためには、研究が不可欠とされた。
古代吉備文化財センターの宇垣氏は、土器焼成遺構や特殊器台を例として、出土遺構や遺物の研究から、
大量の資料に含まれる情報の重要さと、資料の評価にあたりそれらを俯瞰して眺める必要があること、集成
や他との対比により初めて意味を引き出すことができることを指摘された。資料から歴史を引き出すための
作業である研究は、埋文担当者にとって不可欠であり、これを継続することにより初めて地域の歴史像を構
築することができるとのことであった。
結論としては、埋蔵文化財行政に研究は欠かせないものであり、組織としての研究と個人的な研究の境界
ははっきり分けられるものではなく、それらを活かすことで、埋蔵文化財行政がよりよいものになるとのこ
とであった。

—７—

４．加盟市町事業紹介
国史跡 永納山城跡の追加指定 ‐愛媛県西条市‐
西条市河原津に所在する永納山城跡は、7世紀後半から8世紀初頭にかけて築かれた古代山城の一つです。
西条市では、平成27年度末に保存整備基本計画を策定し、保存整備活用に向け事業を展開しています。
平成28年度からは、永納山城跡の主要な遺構である
城壁を重点的に整備していく予定である史跡南東部を
中心に発掘調査・環境整備をスタートしました。
また、平成28年秋には古代山城の所在する自治体の
集う「古代山城サミット」を開催しました。１日目に
は自治体関係者で山城の保存や活用について意見交換
を行い、２日目は地元小学校児童による学習発表や、
シンポジウムを開催し市民への周知を図りました。
さらに史跡保護の推進という点では、遺跡北部の城
門推定地周辺が遺跡を理解する上で重要な場所である
ことから意見具申を行い、平成29年2月9日に国史跡に
追加指定されました。

整備にむけて発掘調査の進む南東部城壁

全国史跡整備市町村協議会四国地区協議会とは
全国史跡整備市町村協議会（全史協）加盟市町村とこの会の目的に賛同し、文化財の所在する四国地区の市町村をもっ
て、平成8年8月に結成された団体です。加盟市町村が協調し、文化財の保護に関する調査研究やその具体的方策の推進を
図りながら文化財の保存と活用に資することを目的とし、文化財の保存整備と公開活用が円滑に、また適切に行われるよ
う、文化財に関する情報交換、研修派遣補助事業、国への予算要望の取りまとめや陳情等の活動を実施しています。

新規加盟のお誘い
未加盟市町村におかれましては、「四国はひとつ」と捉え、文化財整備活用の充実のためにも、全国史跡整備市町村協
議会四国地区協議会にご加盟いただければ幸いです。加盟に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。加盟市町
におかれましては、未加盟市町村の加盟促進に向けて積極的に働きかけていただきますよう、お願い申し上げます。

【加盟市町一覧】
（香川県） 高松市 さぬき市 丸亀市

三豊市

（徳島県） 徳島市 阿波市 美馬市 藍住町 石井町
（愛媛県） 松山市 今治市 宇和島市

大洲市

西予市

西条市 松前町

松野町

（高知県） 高知市 南国市

○編集後記○

平成28年度 全国史跡整備市町村協議会

平成28年度全史協会誌をお届けします。

四国地区協議会会誌

会誌作成にあたり、ご協力いただいた皆様に対しまして御礼申し上げます。本
年度は、徳島市にて総会が開催され、開催地の皆様の格別のご支援をたまわり無
事に終えることができました。来年度総会は高知県南国市にて開催予定ですの
で、加盟市町におかれましては、ぜひご出席いただきますようお願いします。

発

行

編集・発行
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平成29年3月31日
全史協四国地区協議会事務局

〒790－0003
愛媛県松山市三番町六丁目６番地１

今後も『全史協四国通信』の更なる誌面充実を図りたいと存じますので、ご
意見・ご要望がございましたらぜひお知らせください。
最後になりましたが、今後も全史協四国地区協議会活動の充実のため事務局と
して努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

日

松山市教育委員会文化財課内
TEL

089(948)6605

FAX

089(931)6248

e-mail kybunka@city.matsuyama.ehime.jp

