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平成 25 年度に発掘調査を行った遺跡の位置
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田下駄のはなし田下駄のはなし
た　 げ　 た

　田下駄は、田植えなどのときに泥の中に足が沈みこまない

ようにするための道具です。

　山陰地方では、弥生時代前期頃（2,500 ～ 2,600 年前）

の田下駄が北講武氏元遺跡（島根県松江市）で出土しており、

田下駄はその頃から使用され始めたと考えられています。

　田下駄の中でよく見つかるのは板状の田下駄で、板に３つ

または４つの穴をあけて、その穴に紐を通して足を固定する

タイプのものと、板の両側に切りこみを入れてそこに紐を掛

けて足を固定するタイプのものがあります。板の両側に切り

こみを入れるタイプのものは全国的には珍しく、東海地方の

一部と山陰地方以外ではほとんど見つかっていません。なお、

穴をあけたタイプの田下駄は、縦向き、横向きどちらの向き

で使用したのかはよくわかっていません。ただし、民俗学の

研究によると、田下駄は横向きで使っている例が多いようで

す。（穴の間隔が広い方をつま先側、狭い方を踵側にした方が

履きやすいからだそうです。）

　みなさんは縦、横どっち向きに使ったと思いますか？？

　 ①切りこみが入ったタイプの田下駄

　　（　　　が切りこみ部分）　　

　 ②穴のあいているタイプの田下駄

　　（半分に割れています）

※①・②ともに桂見鍋山遺跡出土

　『鳥取西道路の遺跡を掘る！』で

たびたび登場する田下駄。

　これまでの鳥取西道路の発掘調査

では、多くの遺跡で田下駄が出土し

ており、今年度の調査では常松菅田

遺跡、金沢坂津口遺跡、桂見鍋山遺

跡で見つかっています。

　『鳥取西道路の遺跡を掘る！』で

たびたび登場する田下駄。

　これまでの鳥取西道路の発掘調査

では、多くの遺跡で田下駄が出土し

ており、今年度の調査では常松菅田

遺跡、金沢坂津口遺跡、桂見鍋山遺

跡で見つかっています。

明けましておめでとうございます（＾▽＾）

今年も『鳥取西道路の遺跡を掘る！』をよろしくお願いします。

現在、調査室ではすべての遺跡で屋外での作業を終えて

室内で作業を行っています。屋外での作業中にわからなかった

新しい発見があるかも・・・！？来月号もお楽しみに！！
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た　げ　た

　下坂本清合遺跡は、12 月に現地での調査が終了し、現在、

室内にて記録図面や出土品などの情報を整理しています。では、

調査が終わった現地は今どうなっているのでしょうか？　

　上の写真は調査時のもので、70 人近くの人々が働く、活気

あふれる現場でした。下の写真は、現在（１月上旬）の様子です。

「なんということでしょう！！」 せっかく掘った現地が埋め戻され

ており、匠（調査員）としては、寂しさを感じずにはいられま

せん。でもこれは、今年度調査区を、次回の調査時に土置き場

等として活用するための工事をしているところなのです。

　春にはまた、となりで活気あふれる発掘調査現場が戻ってき

ます。

たくみ

Ａｆｔｅｒ

Ｂeｆｏｒｅ

上の写真は平成 25 年 8 月に、下の写真は平成

26 年１月にほぼ同じ位置から撮影した遺跡の

写真です。次回調査の準備も進んでいます。

遺跡のビフォーアフター？遺跡のビフォーアフター？

調査終了しました

調査終了しました

　調査が終了に近づいた頃の話です。普段私たちは、

遺物や遺構を見つけるため、下を向いて作業をして

いるので、空を見上げることはほとんどありません。

この時は、調査に目途がついていたので、心に余裕

があったのでしょうか？何の気なしに空を見上げる

と、美しい虹が架かっていました。調査終了を祝う、

天からのご褒美のように感じました。

　さて、今は見つかった土器を写真のように並べて、

いつの時代のものなのか、どんな種類があるのかな

どを調べる遺物整理作業をしています。 

　

接合作業　　　　　

　また、小さな破片をくっつけて元の形が

わかるようにする、「接合」という作業も

しています。次回は遺物整理作業で見つ

かったものについて、お話ししたいと思い

ます。

虹だあ・・



よしだなかみちいせきよしだなかみちいせき
  良田中道遺跡

国土地理院1/25000地形図「鳥取南部」より国土地理院1/25000地形図「鳥取南部」より

　 昨年度の調査で出土した「泥除け付鍬（第 43

号でご紹介しています。）」の応急の保存処理が無事

終わり、久々に私たちの元に帰ってきました !!　

　保存処理を行う前は、ヒビが入っていたり、多く

の破片に割れていたりして、とても手にとってじっ

くり観察することはできませんでした。

　今回、保存処理を行うとともに、破片をくっつけ

て元の形に復元していただいたので、鍬として使っ

ていた古墳時代当時（約 1,700 年前）の姿がよみ

がえりました。これで、実測作業や写真撮影作業を

安心してできるようになりました。

　技術の進歩とともに忘れられてしまった、かつて

の道具たちの姿を将来に伝えることもわたしたちの

仕事の一つだと考えています。 これで一安心 (^_-)-☆

破片やヒビが多くて
さわるのも怖い ((+_+))

保存処理前

保存処理後

鍬

泥除け

泥除けの下半分は
残っていません

かつらみなべやまいせきかつらみなべやまいせき

国土地理院1/25000地形図「鳥取南部」より国土地理院1/25000地形図「鳥取南部」より

  桂見鍋山遺跡

東桂見遺跡↓

　現在室内で行っている整理作業は、遺

跡から見つかった遺物の泥落としや破片

をくっつける作業を終えて、土器などの

形を図面にする「実測」という作業に進

んでいます。

　そこで、今回は実測をするときに活躍

する道具を紹介します。

真弧、大活躍！

　写真①のくしのような道具は「真弧」

というもので、土器などの形を正確に測るための道具です。

薄く削った竹の板を土器に押し当てる（写真②）ことで正確に

形を写し取ることができる（写真③）ため、大きな完全な形の

ものから割れた破片まで測ることのできる、実測作業には欠か

せない道具のひとつです！また、実測のときには真弧のほかに

もさまざまな道具を使用して、図面を書き上げます。

　実測作業はなかなか大変な作業なのです。

②

真弧でとった土器の形を

図面に書き写します！！

土器に真弧をあてて・・・

①

③

真弧

ま　こ

よ くわ

ま　こ

よ くわ

鍬と泥除けの装着復元図

鍬

泥除け

まつばらたなかいせきまつばらたなかいせき
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松原田中遺跡（１区）

　金沢坂津口遺跡２区で、弥生時代中頃（約 2,200 年前）

の田んぼを発見しました（写真１）。

　といっても、夏に調査を終えた西側の調査区でも同じ時

期の田んぼがあったので、成果としては予想どおり。金沢

坂津口遺跡では、合計６つある調査区のうち、５つで田ん

ぼが見つかったので、弥生時代の中頃には、この辺り一帯

が大規模な水田地帯であったことがわかりました。

　さらに、この田んぼの下の地層を掘り進めると、弥生時

代中頃の沼地が見つかりました。

　この沼地からは、木材や立ち枯れたような木（写真２）

のほか、人の頭２個分ほどもある、斧を研ぐためとみられ

る大きな砥石も見つかっています（写真３）。

　田んぼをつくるために、このあたりの雑木林を切り拓い

ていた弥生人が残していった物だったのでしょうか。

　「なんちゅう切れんだいやーこの斧はー」「この石で研

ぎゃぁええがな」なんて話をしていたのかも。(^o^)

遺跡の成り立ちを探る
　現地の発掘調査は 12 月に終了しました。╲(^O^)╱
　最後は調査区の一部を深く掘り下げて、下の層に人々

の生活の痕跡（＝遺跡）がないことを確認して調査を終

えます。発掘調査前に行ったボーリング調査の結果によ

れば、１区周辺は縄文時代後期末から晩期初め頃（約

3,000 年前、現在の地表面から約 4ｍ下）まで沼地の

ような環境でした。その後たびたび起こった洪水で運ば

れた砂が 2 ～ 3ｍの厚さで堆積し、

地形が高くなったため、弥生時代

以降は人々が生活に適した場所と

して利用するようになったようで

す。

弥生人開拓す！？

 調査区南側を掘り下げた状況 調査区南側を掘り下げた状況

写真１　段々になっている田んぼ

写真２　田んぼの下からみつかった沼地

立ち枯れた木

沼地の範囲

写真３　砥石
でかい！！

雪も降りました。

さむかったです…

畦
畦

かいたく

か

おの

ひら

こんせき

たいせき

と

と  いし


