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ごal豆、吉図キャンパス肉a>2今Pli?:il崎G発信銀査を行い号ましTe
山口市に所在ずる古関キャンパJえは、IA.£，総時代から江戸時代までの金時代の逃械や造物が発見される絞合ill跡、

faUI遺跡j内に定地しています．この夏、山門大学坦！磁文化財資料館は、その"tiIIIキャンパスにて、 21'サの発ll~

.富，穫を行いました。ここでは、その発椀調査で符られた級車時の成果を紹介いたします。

1.農学部F付属家宮病院改惨工事に伴う発掘調査
古代『宮衝J0)存在が錐定される地減

店主学部liji雇誌家務病院は、 吉田キャンパスの街東端苦Bに｛立位します。 当!iii
のこれまでの調査により、その周辺地では合i't（奈良～平安時代）の掘立

柱泌物跡や、「官Jという文字がおかれた扱＇＆：土様、P-l函碗、製滋土苦号、

僻飾りなど、『官術（かんが＝古代の役所）Jの侮7:Eを強く示唆する逃術や

遺物が敵認、されてし、るため、 GI.fl遺跡内でも特に恩版文化財の保護に注意

を払わなくてはならない地点と合えます。

巨大惨落写込書事奄確認f
発熔，調査は、当然のことながら上脳から下婦にl向かつて掘り進めていきます。

今回の減資では、現地点下約 Imの地点で、東から商に向かつて隊下する

｜江大な落ち込みが機認されました。謝管区の西端的では深さ約 lmを担I）り

ます。紘ち込みに脱税している土を丁軍事に織りドげていくと、五主ド脳からは

9世紀からJOI止紀にかけての上·~llが出上し、 段上廟からは少数ですが鎌倉

時代から室町時代の土語告が出土しました。

おそらくこの搭ち込みは、d網査l孟街ガから北にI向かつてのびる谷筋の京総

部であり、長い11:'i!Ulをかけて徐々 に型車まっていったものと考えられます。

経fll出'Cミまle!
さらに F婦へと縦j~ljを進めていくと、 水分が非骨；に多くヘドロ状で粘りけの

ある推積院が確認されました。この珂』括質照のjて商ではi監備は検出されません

でしたが、この腐を徐々に織り 1cげてb、くとーなんと、3ヶ所で直立した丸太

状の木材が車置をのぞかせたのです。 fもしかして位。j fいや、住穴の椴方

なんてなかったよ…j しばし現場は混乱。この木材がJtfl没していた滋繍焔の

中からは、須，＼＼（絡を中心として千点にも及ぶ多哉の土探署員（※現在資料調資

中ですが、9世紀以降の士総は混ぎっていないようです）とともに、多くの

肉然木や炭化木、人的な加工がカIIえられた厳材や角材などが出土し、その

七質からしても古代の生活地盤婚とは考えることができない状況でした。

その後uti震に搬り Fげていくと、 賞色を帯びた地111両方~抗認できました。土の

上碕1を丁箪に同I）りながら精査してみるとー続々と柱穴跡が出現！当初発見さ

れていた3本の丸太状木材は、やはり柱であることが隙認されたのです。

備：t草された段火跡の配伐を見ると、 J周賓区の西側には伎のtMJI輔が約 l.8m 

で長舶を南北方l古lに向ける大型倒立住主主物跡 u主が残っていた建物跡）が、

その束fl時には牧の問備が約 l.5mて’長側lを東西万l句に向ける小型の綴立主主

建物跡が復元されます。また、大型煽i立住主主物跡の内側にも複数の柱穴跡

が確認されるζとから、この総立柱建物が建築される以前にも問所に小型の

.m物が縫っていたことが錐測されます。

調授で様認された七億iから機測すると、2械のl:ll物は土石流のような自然

災容によって廃絶したものと恩われます。その後、水分の多く含まれる土中に

忽投していたことが指し、し、銭材自体が残ったのでしょう。古代の建物跡の

徹j.:i(と宇H,l・自体の出土という大きな成集を得たおiヨまとなりました。 ｛機山成己｝

e貸出されたEフ史実証書ち盗み Ut’Rから｝

-
’lll!!i!!i掴帥由彊ち込み櫨繍主繍削揖況｛北から｝

事」

出土した緯｛北西から｝
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教育総合研究センター改惨エ事に伴う発掘調査
請責め袋線

t理蔵文化財資料館では、教育総合研究センター（共通教育練）改修工事に伴い、平成 l8年 3月27白

から4月28日まで予備発錦繍脊を行い、引き続き 6月 12flから8月8日まで本発銅剣査を行いました。

以トで、発鍛綱読の1貴採についてご紹介します。

予備u鋼望E
古閑キャンパスのほぼ中央に｛立目立する教務総合研究センターの越役時は、古問キャンパスが遺跡である

ことが十分総徹されていなかったため、予E御調査は行われていません。しかし、昨年度行われた本紛西側l
の改修に伴う干仏1発掘絢'l!iで、弥生～古J_ttl時代の遺物包合婦やピットを検出しており、今回の工事総閉

においても湿級文化財の分街地t予知されました。そこで、予備発』紙調査では、改修が予定されている問

センター本館)U{RIJ及び、論議織に JOヶ所の調査区を設定して行いました。

発御調査の結果、本書官北側jのA～ C調査区では、ほとんど撹乱されていたものの、 ー街1で弥生時代

～古担当時代中J割Iの遊物包含階、河川を検出し、大地の遺物が出土しました。また、本館南側lのD～F
調翌年Iiiでは、 弥生時代～，'.iJJ費時代rt•J智Iのi監物包含局、 河川、 ピットが孤：認され、 大法の遺物が出上し
ました。秘義事~周辺では、 滞緩僚の中庭に鍛定したG凋夜区で弥生時代の滞状追H,'1/>/i:検出したほかは、

llJiof.＇な遺締 ・遺物は総段、されませんでした。 この調査結果に基づき、本館市似IJについて本発協調査を

行うことになりました。

本事E鑑鍋査

本；飴’南側｜について発熔i湖交を行ったところ、；掬王E区全体で予想以 kのli!'.i¥tが認められました。しかし、

話w査｜耳東～中央官官では、一部で包合掘とピット若干な検出しました。また、調査Iii西部では古級l時代の

河川を検出し、さらに伺河川の下から縄文時代晩期の河川を検出しました。出土造物には、純文土器、

弥生上i~、 上品＇Ji然、石器告などがあります。

以上のようにご紹介した今回の予備発綿；鴻査・本発鍛調盗で斜られた成果は、 古悶構内のE置史段Jji;を

復元する上でJ:t,f,;なデータとなります。特に、縄文時代脱却lの河川勝1:l:今回の都：J:1主区から約200m東に

敏悦するi!l!合獣医学科線敷地、約 80m繭に位置するメテ’ィア主主盤センタ一線敷地で検出されており、関hl!
が注目されます。 ｛問畑阪高：｝

D調査区遺物出土状況 G網董区遺物出土状況

縄文時代河川纏削状況 縄:l'l:時代河川出土土器
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ょのコーナーでは、多岐にわたる即品種文化財の仕事を紹介します。加減文化財の仕事では上を細る体力も必要です
が、＂＇は正確さ ・敏密さがJl'骨：に電車Eで．限気のいる作串が多いのです．守色l紹介する燃蔵主化財のお仕事Ii・

遺物実5則
尖測とl立、造物を銀銭して形状を図1師化することです。大きさや色・文織などk4Hかな十古級を図に表現します。

～使用するもの～

～実測の方法～

l土店住を水平な築制l台のよlこftき、土昔flの中心線を決めます。

2中心線を，E簡にして設置します。方眼紙に / 
中心線を引き、その線の右側に土骨量の断繭 ／勾？＼
を揃きます。三角定規やキャリパ一等を｛吏つ 再益圃－，I.,¥
て、高さや即さなどを正般に表現します。 ＼中心蝿iム＼

3.中心線の左似lに外郭ラインや外面の状況 ドラフエィング
（文搬や手法痕跡等）を揃きます。正i；狐を｛車 テープ a‘
うとカーブのラインが簡単にとれます。 圃邑； A 句

4.図を揃き終わったら、t完成μ，合（よく続け ．ャ.... 話量J
ているか）や色調 ..11/:t土（どんな~\Ii-ti'絞っ 園に一一ノ陳さ聖
ているか）旬、糊 ！な情報を書き込んでいき 主＝：一 割ります
ます。 日十jと名前を冷いたら完成です。 当てて世います

（楠本先住｝

ま均金・（f;えう剣をtllS-uol.l 

レベル
司‘＿，..

発錦織査においては、］：ij，な標高簡が必袈になりますが、そのl潔｛吏わ
れるのがレベルです。地面に水平に段位して、スタyアの数値を宮古みま
す。 この作業には、レベルとスタッフで二人が必要となります。

使用例

地点1に緩置したレベルから、基準点Aにたてたス骨ッフの値音読む．
次に．そのまま地点1から地点Bのス11ッフの値を銀む．
仮にAが80叩‘Bが100舗だった場合、BtまAより 20cm低い事になる．

地点2にレベルを移動し地卓也Cの憶を銃む．
Bが150師、 Cが20恥mだったt，；ら、 CはBより 5恥m1邸、

以上のことからCはAより 70開低い二とわかる．
,l!!,準点Aが線高1白河だったとすると、地点Cは也知となる．

使用例ではレベルをー箆しか動かしていませんが‘近くに基準患がない

場合は何度も移動させ何キロも移動することがあります． （イl本給紀｝

A B 
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完成した実測図
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竺~；主
※通常、遺物の実測函は原寸大で繍きます。
上の図は縮小して矯蛾したものです．
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レベルを覗〈

直に立てたスヲッフ
を見ます．
この場合79.2 cmです．
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200 

2 

標高9.3m
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梅光学 院 末 学 博 物 館
梅光学院大学問物館は、山口県の西縦である下関市に｛在位しています。 lt'i物館が目！？在するJR駅キャンパス

j周辺は、市立国衛館や市の運！！!Ill』公闘などの施設が密集しており、 下限i市の文教地区となっています。

大学隙物館は、 f博物館相当施設Jとして111口県から指定を受けており、 大学収蔵資料の保存 ・展示活動と

ともに、 ｜呼物館の専門職員である f学 芸 良Jff絡の取得を目的とする博物館学総括lの実習の場としても活用されて

います。入館者は、 学内外から年間約 1300人を数えるそうです。

間物館は大学図符節と併殺されています。展示室i立、 JIJ口県域 ・関門地域の歴史と文化を紹介する f郷土

コーナーj、展示者（大学教総貝）の専門分野や興味対象を宛倍する『学習コーナーj、 梅光学院史を綴々な

観点から紹介する I学院史コーナーJ、 餓1政資料をテーマに沿って紹介する f常設 ・企画ヨーナーJiこ分けられ

ています。佐藤l康子守：；：；；：・員に館の特色や展示内務ーなどについてお絡をうかがb、ました。

(f11粉飾光学校大学博物航の特色を教えてくださも、．

｛ι綴 『本館は人文系I曹物館であり、収蔵湾れている資料も文学 j醍史 ー民俗 時,!fなど多般

にわたります．臆示を行う l二での工夫としては、4つの以汚ミコーナーの開。世期間をずらすニとで、

何度も足を運んでくださる来総省に~iに筋しい展示を免ていただけるような試みを行ってい＊す. J 

（質問I）大年数臓口が自ら展示を11'.価する『学刊コーナーJは面白い試みですねゅ

佐治『大学には鉛々 な学蹴；，：，続験を持つ教破口が存復します。 .ft般日が芋生に見せたいものを

最大1mこアピールすることにより．学生が f号ノIを説み解く自を縫うきっかけに！（ti.Iまと考えて

います．また、当館は図書館と併設されているため、炭丹ミ物をさら」こ調べたい来館書は関m酷

利用の手続きを行えばすぐに文献などを訓べられるという利点があります．』

陣物館では現在、 学習ヨーナーにおいて『いつか見t:.＇仙川岬riaー浪速少年 圃車内曹を糊していただいた桂脚踊
おlfllも、合l>•lt\\:

の幻，＼！），王手箱康一jが、 郷土コーナーではれ拙l”l民；；， I＇°、く館Jを統む（幻ー地域を 総光学l院k学問物館

つ 以7『ふく儲j&,I人誌の人々一』が 側4旅されています。個{'I:ーあふれる展示とともに 干750-8511 下lルIi向洋•f I I I 
Tel 0832-27-1070 

「モノJを見る観点について深く考えさせてくれる、魅力満載の隙物館です． ホームベージ

是非一度足をお遜び下さい 1 （横山成己） hllp:/ /b•加叫岬んni叫同町／mu印刷h刷

2006ヰ 4地蔵え11:Alii奇科係の手最重争

4 月 •1/3 （月｝
平成 18年度常般Jl'ir11，口大学の遺品事～吉岡遺跡股～』元一プン．
※側骨量期IMI 平成 18年9月苫9日｛金｝まで．
第2問大学情報機構狸級文化財特別股
『111口県追跡めぐりシリーズ1ジーコンポ古自由Bf.』｛於 山口大守総合凶占釦｝オープン。
※f閣僚期間平成 18年4月3U （月）～平成 18年6月30日｛金）
4/21 （金）小小僧内医学部市内｛山口大学医学費事情内遺跡）で立会書調査を実施。
3/27 （月）～4/28（命｝宙同情内共通教育lll(（吉田遺跡｝で予｛開発掘調査を実施．
4/24 （月）～4/28( ill.) 
J同情内農学部附属家宿病院｛吉田jft跡）で干繍発防！W時査を実施．

5月 5/ll （木）古IHI再内共通教育練｛吉凹遺跡）で立会調査を祭給．
5/18 （本）山nl¥¥博物館協会にIll向．
5/27 （土）
公開I霊祭『古代人の知恵に機根1ー古代のお米をつくってみよう－J郷 Jli!l綬業l*rnr,.
5/29 （月）～6/5（月）山口市立平JII小学校6年生による資料館銀問見学．
5/30 （火）吉田梅内第 t学生食堂 w岡迎跡）で立会測資をよM織。

6/l 6/5（月） ,J,Jド構内そニaメンhi量蹴工事｛山口大学医学制時再内遺跡｝の立会制査を災施．

6/12 （月）～
吉田情内共通教育Ill(（古聞溜跡）で本発細別査を開始．
吉岡情内農学部附属京市病院｛古Ill遺跡｝で本発鱈猟貨を開始．
6/22 （木）～6/23（金｝悶立大学問物館等協議会に出航．

6/24 ｛重ニ）
公l島II受業『古代人の知忠に挑鞍1ー古代のお米をつくってみようー』第2回綬築制僚。

公開鰻照で四回値え由a量級

芋川小学棺6毒事生田鍋園児学
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山口大学Jtll厳文化財資料館
千753-8511 山口県山口市古閏 1677-1

To I /f'ax 083『 933-5035
E-m祖iI yuam@yamaguch,-u・ •c. jp 
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