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矢作橋付近の矢作川河床遺跡から出土した土器片
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in the riverbed of the Yahagi River around the Yahagi Bridge
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はじめに

岡崎市内の矢作川の河床および河岸では，縄文時代か

ら近世に至るまでの土器，陶器や石器などの遺物が見つ

かることが古くより知られている．例えば，新編岡崎市

史編集委員会（1993）は，昭和30年代から原始・古代の

遺物が散布することが知られていると記し，三鬼（2001）

は，岡崎市矢作町・渡町の河川敷には矢作川河床遺跡が

あり，古代から中世にかけての祭祀用品，墨書土器，緑

釉陶器，陶硯などの遺物が見つかると述べている．

最近，岡崎市在住の方から，戦前に採集された土器類

のコレクションを譲与していただいた．この収集品の大

部分は破片であるが，土器片の特徴から時代や器種を推

定できるものがいくつかあり，ここに資料として報告す

る．今回報告する土器片は，現在の矢作橋付近の河川敷

から出土したものであり，それらの大部分は矢作川河床

遺跡から出土したものと思われる．ただし矢作川河川敷

を含む矢作川流域には多数の遺跡が存在し，かなり上流

からの遺物が運搬されてきた可能性もある．

また，矢作川河床遺跡の概要とそれに関する主要な調

査報告（研究史）を併せて紹介する．

矢作川河床遺跡の概要

矢作川河床遺跡の概要について，岡崎市教育委員会

（1988），新編岡崎市史編集委員会（1993），豊田市教育

委員会（2000）を参考にして簡単に説明する．矢作川河

床遺跡は，縄文時代早期から中・近世にかけての複合遺

跡であり，岡崎市域に含まれる河川敷内の大部分からな

り出土量と内容が豊富である．遺跡分布地域は，北が細

川町地先から南が高橋・合歓木町地先にまで及んでいる．

矢作川に架かる橋梁名を用いると，その範囲は天神橋の

上流付近から美矢井橋の下流に至る直線距離にして約

13kmの範囲に及ぶ（図１）．

特に大量の須恵器，土師器，灰釉陶器，緑釉陶器，陶

硯，瓦，墨書土器，宝篋印塔などが出土し，一般の集落

遺跡に加え官衙や寺院跡の存在が推定される．この中で，

奈良，平安時代の遺物の中には数多くの須恵器，灰釉陶

器が見られる他，陶製硯，緑釉陶器，印刻花文のある灰

釉陶器，墨書土器などが出土する．奈良・平安時代の須

恵器や灰釉陶器で作られた硯の出土例は地方では少な

く，矢作川流域でもわずかしか出土していないが，矢作

川河床遺跡からはいくつかが知られている．また，矢作

川流域で緑釉陶器が出土した遺跡は数多いが，数量的に

は梅坪遺跡・北野廃寺・矢作川河床遺跡の３遺跡を除く

と破片が数点ずつの出土例しかなく貴重な資料である．

これらの遺物は古代の矢作川中流域を知るのに貴重な

資料であるが，遺溝に伴っていない問題や複合遺跡であ

るために時代区分などの問題を抱えている．

矢作川河床遺跡の研究史

岡崎市教育委員会（1988）によれば，矢作川河床遺跡

は，昭和49年に調査が開始され，昭和58年に『岡崎市

史研究（岡崎市史編さん委員会，1983）』第５号が発行さ

れ「矢作川―歴史と自然―」が特集された．この特集で

は斎藤（1983）が，矢作川河床遺跡の遺物について報告

し，荒木（1983）が同遺跡から出土した墨書土器につい

て，その発見の意義をまとめている．同年，岡崎市教育

委員会（1983）により『矢作川河床遺跡出土品展図録』

が出版された．さらに調査が続けられこれらの調査研究

は『矢作川河床遺跡Ⅰ―建設省護岸工事に伴う渡地区・

大門地区―（岡崎市教育委員会，1988）』に報告され，出

土品は岡崎市郷土館に収蔵されている．また荒木（1984，

1988）は『岡崎市史研究』６号および10号でも矢作川河

床遺跡から出土した墨書土器について述べている．

新編岡崎市史編集委員会（1987）は『新編岡崎市史15

史料 考古 上』を発刊し，「縄文時代の遺跡と遺物」およ
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図１ 矢作川河床遺跡位置図（岡崎市教育委員会（1988）を一部改訂）

１．岩津町地先井戸，２．大門地区井戸状遺構，３．矢作町地先井戸，４．渡Ａ地区，５．高橋町地先井戸
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び「弥生時代の遺跡と遺物」のなかに矢作川河床遺跡を

紹介している．同様に新編岡崎市史編集委員会（1989）

は『新編岡崎市史16史料 考古 下』を発刊し，「古墳時

代の遺跡と遺物」および「歴史時代の遺跡と遺物」のな

かに矢作川河床遺跡を紹介している．上下巻ともに出土

品の豊富なスケッチと写真図版が掲載されており，矢作

川河床遺跡の出土品を知るうえで不可欠な資料である．

また，比較的最近，豊田市郷土資料館では「集落遺跡

の語る古代矢作川流域」の特別展が行われ矢作川河床遺

跡の遺物も紹介されている．名古屋市博物館では「川と

遺跡」の企画展が行われ，ここでも矢作川河床遺跡が紹

介された．これらの展示会の内容は，それぞれ『集落遺

跡の語る古代矢作川流域（豊田市教育委員会，2000）』，

『川と遺跡（名古屋市博物館，2000）』の展示図録として

出版されている．

収集品の解説

今回の収集品を，主に時代別に分類し，器種の判明し

たもの，特徴的な部位や模様の残されたものを，時代順

に紹介する．

１．縄文時代

矢作川河床遺跡の縄文土器は，他の時代に比べると出

土量が少なく断片が多い．今回報告する収集品の中にも，

縄文時代と思われる土器片が２点含まれていた．２点と

もに，多少厚みがあり，石英や長石のやや粗い粒子を多

く含んでおり木目が粗い．２点中の１点には，フネガイ

科二枚貝類（ハイガイ，アカガイなど）の肋を用いたと

考えられる貝殻条痕文（図版1-1）が残されている．

２．弥生時代

弥生土器は出土量，器種の種類ともに豊富であり完全

な状態で出土した土器も多い．器種としては，壷形土器，

鉢形土器，深鉢形土器，高 形土器，甕
かめ
形土器，蓋形土

器，椀形土器などが知られている．今回の収集品の中に

も多くの弥生土器の断片（図版1-2～9）が含まれていた．

土器片の状態の特徴としては，酸化焔焼成で焼かれた，

つまり野焼きされた状態であり空気に触れ赤茶色を帯び

たものが多い．また縄文土器に比し薄質のものがある．

壺，甕，高 の底部や口辺部などの部位が多い．大部分

は高 の頸部や口辺部であり，図版1-2には円孔が２つ

残されている．外表面の文様には，箆
へら
書きや櫛を用いた

痕が見られる．

３．古墳時代

古墳時代には完全な状態の土師器と須恵器が多数出土

している．器種も豊富で，壷，器台，甕，（無蓋）高 ，

有蓋高 ，平瓶，長頚瓶などが知られている．今回の収

集品（図版1-10～16）の中には，須恵器片がいくつか含

まれており， ，高 ，壷の頸部や口辺部と推定される

断片がある．還元焔焼成で焼かれているため硬質で灰色

をしているのが特徴である．

４．奈良・平安時代

，碗，高盤，高 ，鉢，壷等の須恵器，輪花碗，段

皿等の緑釉陶器，碗，段皿，耳皿，長頸壷，平瓶，甑
こしき

等

の灰釉陶器，円面硯，風字硯等の陶硯などが知られてい

る．収集品の中には，奈良～平安のものと推定される布

目瓦（図版1-17），平安時代の皿や碗の底部と推定される

灰釉陶器（図版1-18，19，21，23）がいくつか含まれて

いる．特に図版1-18には施釉がみられ，猿投古窯の存在

を裏付けるものである．また，素焼きの小皿片（図版

1-20）が１点存在する．

５．鎌倉時代

鎌倉時代の遺物としては，壷，瓶
へい
子
し
，水注，皿，碗な

どの古瀬戸が知られている．収集品の中にも多数の碗や

皿の底部やその破片が含まれている（図版1-22，

2-1～4）．外表面には箆の痕が見られたり，外底面には糸

切り痕の残るものがある．また，外底面には籾の痕や二

枚貝の同心円肋と思われる痕（図版1-22）が残っており，

いろいろな物の上で乾燥させていたことが分かる．平安

の灰釉陶器に比し，作りが非常に粗いのが特徴的である．

６．江戸・明治時代

４点のみであるが江戸時代のものと推定される陶器

（図版2-5～10）が含まれている．染付皿（図版2-7，8）

と染付茶碗（図版2-9，10）があり，ともに染付柄が後の

時代のものに比し単純である．また，破片のみであるが

明治時代のものと推定される陶磁器（図版2-12～16）が

３点あり，江戸時代のものに比し柄が複雑になっている

のが特徴である．さらに江戸時代またはそれ以前の焜炉

の一部（図版2-11）と思われる破片が含まれている．

７．時代不明

松の絵柄のある素焼き状の破片（図版2-17）が１点含

まれていたが，時代，器種ともに推定できなかった．江

戸時代の壷に松の絵柄の見られるものが知られている

が，それに比べ今回の収集品は，柄の様子が多少異なり

刻線がやや太いことで同一のものとは考えられない．
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おわりに

現在でも岡崎市内の矢作川河川敷では，土器の破片等

の遺物を観察することができる．今後も大雨や洪水など

で新たな遺物が出土する一方で，下流へと流され摩滅し

たり破損したりしていずれは消滅する傾向にある遺物も

多い．これらの遺物を採集するためには許可を要するが，

適当な手段により保護されることが望まれる．
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図版１．矢作川河床遺跡から出土した遺物―その１―

１．土器片（縄文時代），貝殻条痕文が見られる．×0.5

２．土器片（弥生時代），高 の頸部で円孔２つが残る．

×0.6

３．土器片（弥生時代），高 の頸部．×0.5

４．土器片（弥生時代），壷の口辺部．×0.5

５．土器片（弥生時代），甕の底部．×0.5

６．土器片（弥生時代）．×0.4

７．土器片（弥生時代），高 の口辺部．×0.4

８．土器片（弥生時代），高 の口辺部．×0.4

９．土器片（弥生時代），甕の口辺部．×0.5

10．須恵器（古墳時代），高 の頸部．×0.4

11．須恵器（古墳時代），高 ．×0.4

12．須恵器（古墳時代），高 ．×0.5

13．須恵器（古墳時代），高 ．×0.5

14．須恵器（古墳時代），壷の口辺部．×0.5

15．須恵器（古墳時代）， の身．×0.5

16．須恵器（古墳時代），高 の頸部．×0.5

17．布目瓦（奈良～平安時代）．×0.5

18．灰釉陶器（平安時代），皿の底部内面．×0.5

19．18の高台．×0.5

20．土器片（平安時代），素焼きの小皿．×0.5

21．灰釉陶器（平安時代），皿の高台．×0.5

22．古瀬戸（鎌倉時代）．×0.5

23．灰釉陶器（平安時代），皿の高台．×0.5

図版２．矢作川河床遺跡から出土した遺物―その２―

１．古瀬戸（鎌倉時代），山茶碗の底部内面．×0.5

２．１の底部外面．×0.5

３．古瀬戸（鎌倉時代），山茶碗．×0.5

４．古瀬戸（鎌倉時代），山茶碗．×0.5

５．天目白碗（江戸または安土桃山時代）．×0.5

６．天目白碗（江戸または安土桃山時代）．×0.5

７．染付（江戸時代），皿．×0.5

８．７の底部内面．×0.5

９．染付（江戸時代），茶碗．×0.5

10．９の内部底・側表面．×0.5

11．焜炉の一部（江戸時代またはそれ以前）．×0.5

12．染付（明治時代），碗．×0.6

13．12の反対側．×0.6

14．染付（明治時代），碗．×0.6

15．染付（明治時代），碗．×0.5

16．15の反対側．×0.5

17．土器片（時代不明），松模様が見られる．×0.5
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図版１

191

矢作橋付近の矢作川河床遺跡から出土した土器片



図版２
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