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この牛の川遺跡は、昭和51年度に着工となりました県営ほ場整備事業笹賀地区にあり、県教育委

員会の分布調査台帳にも載っている遺跡であります。

このため、遺跡群範囲は判明しておりましたので、昭和54年度の区画整理工事の着工にあたり、

県、市教育委員会の皆様と事前打合せにより、調査方法、調査期間、費用負担等について、検討を

いたゞき、この結果、試掘調査により、地域の状況を判断するとゝもに引続き本調査を実施し、記

録保存するとの調査方針が決まり、市教育委員会で調査の委託を受けてもらうことになりました。

調査の実施では、笹賀土地改良区を主体とする協力により進められ住居跡等、数多くの貴重な発掘

をみながら,当初予定の区画整理工事着手前に終了し;ほ場整備事業が計画通り3月 中に完了でき

ますことは、県、市教育委員会の適切な指導、処理と、多忙中、調査団を編成され、発掘調査にあ

たられた先生方の御尽力のたまものと感謝しております。

なお遺跡発掘にあたり、笹賀土地改良区の役員、地元関係各位の協力と理解により、支障なく調

査が行なわれましたことに対して、併せて謝意を申し上げる次第であります。

昭和55年 3月

長野県中信土地改良事務所長 三 村 敬 一



例   言

本書は昭和54年 10月 11日 から11月 16日 にわたって行われた、

査の報告書である。

うしのかわ

松本市笹賀牛の川遺跡緊急発掘調

3:大久保知巳

:中 島豊晴 土器 :事

大久保知巳、 9010

第 5節 :西沢寿晃

本調査は松本市が長野県中信土地改良事務所より委託をうけ、更に牛の川遺跡調査団 (団長中

島豊晴)に再委託を して行 ったものである。

本書の執筆分担は次の如 くである。尚、調査団内で一部調査内容について意見の対立があり、

最終的に統一見解を得 られないままに執筆に及び、各調査員の考え方を尊重 したため、記述に

食い違いの箇所がある。

第 1章 :事務局、 第 2章第 1節 :森義直、第 2節 :事務局

第 3章第 1節 1 遺構 :倉 科明正、土器 :事務局、 2:事 務局、

405・ 6:事務局、 7:中 島豊晴

第 2節 10203・ 4 遺構 :倉科明正 土器 :事務局、  5 遺構

務局、 6 遺構 :三村肇 0山越正義 土器 :三村肇、  708:

遺構 :中島豊晴 土器 :事務局、 11:中 島豊晴

第 3節 :中 島豊晴、 第 4節 1～ 3:浅輪俊行、 4:倉 科明正、

第 4章 :倉科明正、 第 5章 :中島豊晴

4。 本書の編集は主として事務局が行い、浅輪俊行氏の助力を得た。また事務局担当分原稿執筆を

も合せて、熊谷康治 0直井雅尚氏の助力もあおいだ。

土器の復元 。実測は原則として各執筆者が行ったが、土器の復元には滝沢智恵子、 トレースに

は浅輪俊行 0熊谷康治・山本紀之 0直井雅尚 0平林彰 0日居直之、石器の実測・ トレースには

松本県ケ丘高校風土研究部輿賢次部長をはじめ上原一男 0伊藤英治・市岡勇一 。三尾浩幸・寺

嶋猛・安塚弘明・塩原博之・田村秀則 0竹原学・矢花利幸 0松沢ゆかり。田中希代子・高橋康

枝の各氏に援助をうけた。

陶磁器については陶芸家篠田義一氏より教示を得た。                 ‐

7.出土遺物及び図類は松本市教育委員会が保管 している。
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第 1章 調 査 経 過

第 1節  調査 に至 るまでの経過

牛の川遺跡については後述のように昭和23年 10月 に藤沢宗平氏によって発掘調査がなされており、

著名遺跡として既に学界に知れておりく今回中信土地改良事務所による県営ほ場整備事業、笹賀地

区の事業着手に先立 って発掘調査がなされることになったものである。

53年 10月 4日 (水 )松本市教育委員室において、昭和54年度耕地事業実施計画地区内の埋蔵文化

財の保護について協議を行 う。出席者、県文化課丸山敵一郎指導主事、中信土地改良事務所関連事

業係伊藤係長、箱山主事、日本民俗資料館小松虔主事、市耕地課二村俊永主事、市教育委員会社会

教育課神沢昌二郎。52年度において笹賀東耕地道路南側の工事が完了し、54年度はその北側水田の

耕地整備事業 2乃αが予定されているが、この地域内には縄文時代中 0後期の牛の川遺跡があるので

工事着手前に確認調査をする必要があるとの丸山指導主事の説明があり、その調査主体者は市教育

委員会 となるのでお願 いしたいとのことであり、引き続き全員で現地調査を行 った。

これをうけて市教育委員会では、日本民俗資料館小松虔主事を中心に、中信考古学会へ調査委託

を依頼 していたが、54年 5月 18日 小松氏の交通事故死があり、また中信考古学会 としては受託でき

ないとのことで、中島豊晴氏に受託を依頼 し、ようや く発掘体制をととのえた。

調 査 団

団 長 中島 豊晴

調査員 大久保知巳

倉科 明正

小林 康男

西沢 寿晃

三村  肇

山越 正義

浅輪 俊行

(日 本考古学協会員

(     〃

(長野県考古学会員

(日 本考古学協会員

(     ″

(長野県考古学会員

(     〃

(     〃

講師)

国鉄職員)

農業 )

平出考古館学芸員)

信大 )

会社員)

旭町中教諭)

公務員)
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森  義直 (          大町高教諭 )

山田 瑞穂 (日 本考古学協会員  三郷小教諭 )

事務局 松本市教育委員会社会教育課長 小川 好治

神沢昌二郎

大日向栄一

清野 陽子

〃   文化係長

〃   文化係主事

なお調査にあたっては笹賀土地改良区の全面的な協力を得 ることとし、更に地元高校 クラブの協

力を得て行 うこととしたO

協 力 者

笹賀土地改良区 (理事長 中野頴一、副理事長 丸山孝夫、会計 三沢芳弘、理事 長瀬卯太郎

平出兼男、岩垂銀次郎、丸山今朝清、大槻英敏、中村房人、丸山博正、平林功也、水口栄三、武井

貞美、平林久男、草間信宏、平林清美、伊藤茂隆、監事 小沢治門、神村泰美、飯村貞美、岩垂誠

米山登茂吉、委員長 上小俣、中沢政雄、巾下、上条昌彦、神戸新田、塩原速夫 )

豊科高校地歴クラブ (三村竜一、山下泰永、丸山倫久、前所初恵、小松かおる、松山浩、太田美穂

市田まゆ美、清水和央 )

松商学園地歴 クラブ (清沢能成、藤原正宏、高橋由香、山藤宏子、平沢優美、芦田恵里、有賀清子

彦瀬 恵)松本工業高校 (丸山元靖 )、 深志高校 (高野昌英 )

穂高高校 (中込孝一郎、上条 享 )

長瀬十二、野村応文、上条勇作、中野嘉夫、大槻芳郎、大槻憲雄、坂下正人、桜井義澄 、中村八郎

田川寿一、山田鉱二、役田兆司、小沢 清、村上喜一、上条貞夫、岡田稔巳、野村美里、上條陽一

伊藤 敏、伊藤 司、百瀬茂幸、岡田博志、米山一朗、高山 彰、赤羽正人、山田 厳 、金井 淳

赤羽 允、田日正次、岩垂一嘉、高山三千彦、三沢通秀、米山登茂吉、武井貞美、赤羽茂昭、村上

英志、米山良明、増沢みさと、宇治茂武、伊藤竹次郎、矢島章男、百瀬徳男、岩垂博幸、上条元広

古林 基、上條直紀、伊藤今朝吉、丸山 泉、中野 昇、百瀬吉久、大槻 正、久保田幸男、原

公、平林貞安、古林 勇、長瀬清流、上條博富 岩垂忠恒、上條寿春、伊藤茂昭、佐々木正博、丸

山孝夫、三村敏男、丸山彰秀、三沢啓二郎、武居昭夫、伊藤政義、伊藤宏一、上條明詔、小林さよ

子、佐藤親子、土屋明子、西沢洋子、伊藤静江、今井由美子、金井きく美、百瀬茂子、伊藤ときわ

井口美咲、高山敏子、宇治 薫、大家今子、伊藤恵美子、上条英子、大槻幸子、清沢由子、藤森貞

夫、加藤尚道 、増田千里、三村由美子、中野よし子、桜井義澄、佐々木正博、大槻美子、伊藤淳子
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山田数馬、大槻 雪、山田和子、岩垂 きみ子、宇治いと江、宇治 岬、岩垂 誠、大槻栄吾、中村

房人、百瀬けさ江、百瀬よし江、高山遮ゝみ子、山田賢吾、岩垂千代子、岩垂隆彰、中村かねみ、中

野今子、上條節子、高山善次郎、岩垂葉末、伊藤愛子、坂下花子、伊藤秀子、小林紀代子、西沢

操、石井茂子、望月さよ、坂井綾子、戸枝れい子、折井由紀子、米窪信子、備前清子、西村皆雄、

川久保 久、西村 勲、上村井清吾、北原優美、北原哲郎、丸山袈美子、花村幸雄、上条清春、上

条沙千子、小松喜美子、太田守男、開島 日宏、古町信雄、小松彦衛、堀内忠吾、堀内逸供、山村五

兵衛、大沢わか子、野村政子、島田富子、村松国豊、開島律子、矢崎跡人、開島茂人、宮島基宣、

堀内昌子、堀内みや子、百瀬泰隆、堀内いくみ、古町正夫、西村策雄、古町澄子、上条水美、島

けさみ、堀内松美、宮島茂雄、島 幸雄、西村尚俊、西村みち子、安塚弘明、石井理江、須沢英孝

西村久子、堀内萬亀子、堀内みさを、小松 日出子。

第 2節 調 査

○昭和54年 10月 14日 (日 )晴 ブル ドーザーにより耕土排除作業を行 う。立合い小林調査主任、改

良区大槻英敏理事ミ事務局神沢。確認調査ケ所はまだ稲の刈取 りが済んでいない田圃が多いので、

トマ ト畑 と休耕田とする。耕土を40御位はぐと礫層になる地点、あるいは第 2層 (黒褐色土層)の

深いところなど、地層は僅か離れた地点で大きく異っている。東側に寄 った地点で灰釉片、縄文土

器片など出る。他に数ケ所にわたって土器片を検出したため、その地点を中心となるようグリット

設定を行 う。

010月 15日 (月 )晴 中島団長、小林主任、倉科、三村調査員、改良区役員 19人、神沢。団長あい

さつのあと主任が説明、その後作業に入る。グ リットは10%間 隔に 1グ リツトづつ設定 し、東西に

ゴシック 1～ 、南北に 1～   とする。西側部分についてもブル ドーザーで排±。 1～ 1、 6、

11、  3-1、  4′ ′ヽ0、  1、  5-1、  6-1、  10、  11、  16、  11-1、  6、  11、  16、  16-6、  11、  16、

21～ 16、 26～ 11の各グリットを掘る。全般に北側の方が耕土が浅い。26～11よ り土偶脚部出±。

010月 16日 (火)晴 中島、小林、倉科、山本、改良区21人 、神沢。13～ 0、 2、 4～ 1、 2と 拡

張する。焼土はあるが壁が不明である。 6～ 11の平盤の石を中心に、 5～ 10、 11、 12、 6～ 12、 7

～10、 11、 12と 拡張。礫まじりの黒褐色土層内で壁を見出す。径 4%程度の住居址となるらしい。

Al号住居址とする。磨製石斧出土。

11～ 16を 中心とするもので十文字に10～ 16、 11～ 15、 17、 12～16を拡張、壁床面等不明であるカミ

耕土下より多量の縄文中期土器片出土。

16～ 11、 12では、縄文中期土器の埋甕がある。黒褐色土層より紹聖元宝 1点出土

16～ 16を 中心として、16～ 15、 17、 17～ 15、 16、 17を拡張、やや楕円形に落込む状態である。他

日 誌
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に21～ 6、 16、 17、 25～ 5、 26～ 5、 26～ 11を 中心とした26～ 10、 25～ 10、 11を拡張、更に31～ 5

6、 7、 8を掘る。

010月 17日 (水)晴 小林、三村、西沢、改良区19人により、 1～ 2、 3～ 4、 1～ 14、 3～ 9、

14、 7～ 9、 8～ 2、 3、 4、 14、 9～ 14、 12013～ 14、 18、 19、 20～ 13各 グリットの掘 り下げ、

浅深、大小の差はあるがどのグリットでも礫がある。特に20～ 13の 礫群と同一 レベルより灰釉陶器

(白 甕)の完形品が出土する。

010月 18日 (木)曇、雨 改良区17人 と神沢により前 日に引き続き掘 りす ゝむ、午後雨のため作業

中止。

010月 19日 (金 )雨  台風20号のため、中島、神沢、大日向でテントをたたむ。

010月 20日 (土 )晴 前 日の降雨のため現場作業はできず、中島、小林、倉科、神沢により笹賀出

張所にて土器洗い。午後山越も含めて現場にて作業予定をたてる。

o10月 21日 (日 )晴 中島、倉科、三村、大久保、山越、森、横田、改良区19人、松商学園高校地

歴部 8人、松工高 1人、深志高 1人、豊科高地歴部 9人、神沢 らにより、 6～ 1を中心 とする焼土

の周辺拡張、Al号 住居址 の掘 り込 み、15、 16～ 10の埋甕部分の掘り込み、 16、 1了 ～ 16、 17の礫

群の調査、19～ 13を 中心とする列石周辺の調査等を行う。いずれからも縄文中期を主とした土器片

出土、一部では土器片は磨滅 しているものもある。

010月 22日 (月 )晴 本日より作業員は来ず測量作業に入る。堀内、大日向、清野により全体測量。

調査の結果、本地点では確認された遺構は少いが、周辺地域の発掘と確認調査ケ所を精査する必

要があるとの調査団の結論をうけ、市教委では中信土地改良事務所箱山主事、県文化課丸山指導主

事とも連絡 して、確認調査に引き続き本調査を行 うこととする。調査費は総額 400万円、うち確認

調査が 100万 円、本調査は 300万円である。

010月 23日 (火)晴 中島により2号配石の精査、堀内、大日向、清野により全体測量を行 う。

010月 24日 (水)晴 小林、神沢によりB地点の一部表土除去 -50～ 60"ま で耕作土、一部 (後の

4、 7号住居址上面)で磨製石斧、縄文土器片出±。

鉄塔のある田も除±。

010月 25日 (木)晴 中島、小林、倉科、神沢の指示によリブル ドーザーにてB地点の表土除土作

業を行 う。範囲は確認調査地点 (A地点)の北側で過去鉄塔工事、水路工事で遺物の出土があった

とされる地点に接 している。鉄塔北側では-60働位で縄文土器片が出土する。また磨製石斧 1点出

土。他は、稲が片附かないため除土作業ができない。Al号住、配石の拡張清掃。

010月 26日 (金 )晴 倉科、神沢、大日向、清野、地元一般参加者16人 により、A地区 3～ 1周 辺
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の地床炉を中心に拡張作業、縄文中期土器片が出土。壁、柱穴の確認をめざすも不明。一方倉科調

査員によりAl号住居址の掘 り下げ。住居址中央には炉址がなく、南西部分に石囲炉が出る。柱穴

は非常に大きい掘込みとなる。

010月 27日 (土 )晴 神沢の指示によリブル ドーザーでB地区の水路寄 り北側水田の表土除去。耕

土は40～60鍬位と深 く、地点によっては褐色味を帯びた地層まではが したが、全般に石 の少い良い

土である。遺物は水路寄 り (後のBl～ 3号住居址 とする)で一部検出する。

010月 28日 (自 )晴 中島、倉科、西沢、三村、山越、浅輪、横田、山田、神沢、大日向、清野、

一般22人、豊科高校地歴部 7人、二子小学校児童15人 らにより、本日よりB地区の発掘開始。グリ

°     ット設定。東西は一～四〇、南北は 1～48ま でとし、10%お きに掘りはじめる。

午後木曽御嶽山噴火、南東の風にのり降灰あり。

 ́    010月 29日 (月 )晴  中島、倉科によりB地区八 -45の土器あげを行うが、横倒の藤内式土器は上

半分のみであった。他に八 -31に集石があった。

010月 30日 (火 )晴 中島、倉科他により連続作業。午前中、芳川組はA地区焚火址周辺を精査、

午後は全員が B地区に入り五 -45周辺をB地区第 1号住居址とする。上半分の藤内式土器の下には

粘土と小礫があり、意図的に半分の土器を伏せた様に見受けられる。この土器の南には石囲炉があ

った。 B地区二十三 -31グ リットの南には埋甕が検出された。その他三十二 -21、 三十三 -21等 で

は多量の土器片が褐色土の浅い位置より出土 した。三十八 -16で はやや深 く、黒褐色土層より土器

片の出土をみた。

010月 31日 (水 )晴 三十三 -31、 三十二 -41、 二十八 -44、 二十三 -29、 十七 -27等を掘る。

三十二 -41では須恵器底部が褐色土 -40働で出る。他は全般的に縄文土器片出土あり。

011月 1日 (木 )晴 倉科によりBl号住居址掘 りす ゝむ。他に二十八-17、 二十五 -18、 三十三

-25・ 26、 二十八-26・ 28、 等を掘る。 B八 -40で は“こもで石"18本がまとまって出±。他に周辺

に 4本の石がある。

011月 2日 (金)曇 倉科 らによりBl号住居址とその北側の 2号、 3号住居址を精査。西沢によ

りこもで石周辺の土師期遺物包含層追求。神沢 らによりB地区中央の住居址第 4号住居址 と、鉄塔に

近い位置の B5、 B6号住居址発掘 6

011月 3日 (土)晴 倉科 らにより1～ 3号住居址精査。中島らにより4号住居址、大久保 らによ

り506号住居址をそれぞれ精査。特に 6号住居址では縄文中期土器片出土多し。

011月 4日 (日 )晴 中島、倉科、大久保、山越、三村、森、浅輪 らによりそれぞれ継続作業を行

う。B9号住居址では “土器だまり"の様相を呈 し、縄文中期の一括土器が多数集積 している。 B

7号住居址の東壁には石で作 られた "カ マ ド"の存在が認められた。

011月 5日 (月 )雨 昨夜降雨があり、住居址内の排水を行うが、昼頃雨あしが激 しくなり作業は

-5-



中止とする。神沢 らで雨中 B6号住居址平板測量および、土器 とりあげ。

011月 6日 (火)晴 昨夜の風雨のためテントが飛び被害甚大。中島らにより住居址内排水後継続

作業。

,    o ll月 7日 (水 )晴 中 島 、倉 科 らにより継続作業、三村によりB5号住居址土器掘 りあげ、朝

発掘のニュースをNHKよ り放映。

011月 8日 (木)晴 倉科によりB3号住居址遺物あげ。芳川組によりB10号住居址掘 り下げ。笹

賀組によりB5号住居址清掃、神沢によりA地区 2号配石実測。

011月 9日 (金)晴 芳川組によりB10号址清掃。神沢が測量する。倉科は 2号配石の精査。中島

によりBl号炉址たち切 り、午前中、菅野中学 1年、 2年生 350名 及び柏木保育園 3組の幼児 ら見

学。信濃毎日新聞に発掘体制に対する一般的記事掲載。他にB6号住居址土器掘 り上げ。柱穴 2本

出る。大 日向、清野によりB3、 9号住居址平板測量、B4号址より5"の小形土師壺出±。本日

にて作業員作業は終了とする。

011月 10日 (土)雨 雨のため午前中で切 り上げ。B5号住居址内が荒 らされていた。同住居址実

測。中島によりB2号住居址炉址たち切 り。倉科によりB9号住居址精査。11時すぎ降雨激 しくな

り、全員でB5号住居址の土器をとりあげる。小中学生他の見学 100余人 と多 し。

011月 11日 (日 )晴 昨日来の雨でどの住居址も雨水がたまっている。神沢、島田でB6号住居址

の排水、断面図をとる。他にB5号住居址平板測量。倉科により中世遺構を検出のため周辺水田の

試掘。A地区 2号配石址南側より土さじのさじ部検出。

011月 12日 (月 )晴 風やや寒 し。倉科により西側水田試掘。神沢 らによりB5号住居址断面図作

成。大型石囲炉を中心に 9本のピットがあるが 6本 を柱穴としてみる。

011月 13日 (火)晴 午後曇 風寒 く雪舞 う。中島炉址たち切 り、倉科 B10号住居址土器掘り上げ

大日向、清野 B4号 B10号住居址測量。本 田より芳川出張所において出土遺物の洗いをはじめる。

011月 14日 (水)晴 中島によりB7号住居址カマ ドたち切 り。倉科は周辺水田試掘、神沢はA地

区配石実沢1お よびB地区こもで石実測、大日向、清野により方形配石実測。

011月 15日 (木)晴 大 日向らにより全体測量、神沢配石実測、午前 9時 50分～10時まで芳川出張

所の土器洗い現場よりSBCラ ジオ生放送。

011月 16日 (金)薄曇 中島炉址たち切 り。神沢、百瀬、古町で太洋航空により航空写真とる。午

後、大日向 らで杭抜き、片附け作業。

011月 27日 (火)晴 土器洗い。

011月 28日 (水 )小雨 土器洗い完了。
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第 2章 遺跡 とその環境

第 1節  遺跡付近 の自然環境

遺跡付近の自然環境

本遺跡は奈良井川の左岸にあり、大段丘下の小段丘の斜面上にあって、緩 く東 に傾斜 している。

その上に鎖川による扇状地の扇端が、大段丘を越えて本遺跡付近まで覆っている。遺跡付近の小段

丘は勿論、かつての奈良井川の氾濫原であり、基部はその堆積物であるが、小段丘形成後鎖川が扇

状地を作 りつ 流ゝ路 の首振 りをす る過程で、本遺跡 も何回となく氾濫による洪水を受け、小段.丘の

斜面上にある遺跡付近の地形 は、浸食作用により尾根状の微高地と浅い谷を作り、またあるときは、

その地形の上に扇端の堆積物が乗 るという作用を繰 り返すことにより、現在の地形が形成されたこ

とを、地層の断面は示 している。

したがって、土層の厚 さは当然微高地付近は薄いか、これを欠き、浅い谷であった所は非常に厚

く堆積 している。およその堆積状態を示すため南北方向概念的断面を第 2図 に示す。洪水の方向は

礫の配列 と傾斜などから、 S80°W→ N80° Eである。およそ西→東であったとみてよい。

堆積物の状態は洪水堆積物の特長として、非常に飾分けが悪 く、大きな礫 と土 とが不規則に混在

している。

次に、堆積物を上層から下層へ見ていくと、表土である黒色土が前述 した理由で、場所により厚

薄の差を持ちなが ら堆積 しており、縄紋を始め各時代の遺物片を包含 している。その下 にある黒褐

色土は、微高地では非常に薄いか、あるいは欠 く所 もあるが、表土同様に厚さの変化が激 しい層で

ある。

この層 には、近世を除 く各時代の遺物が多量に存在 し (二十六-30)の ように、この層の下から

1/3く
らいの所に、古代末頃の住居址 も存在 している。場所によって異なるが、 1～ 2層 の礫層を

はさんでおり、何回となく襲 った鎖川の洪水により、堆積 したことを示 している。

大まかに言 って、近世を除 く歴史時代の堆積物が主である。

黄褐色砂土、黄褐色砂礫層について

この層の最上部に縄紋の遺構があり、住居址はこの層を掘り込んで作 られている。既に、黒褐色

土層の堆積が始まっていた場所 もあったと推定されるが、当時の置石の下に黒褐色土を、はさまな

い所が多いので、黄褐色土最上部が縄紋時代の生活面と考えられる。

当時の環境
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二十四の26 微高地付近cm 6の 6

表 土 表土

黒色土

含礫黒褐色土

表土

黒色土

(黒褐色土
を欠 く)

礫層

{温黎ζ 単世

黄褐色  ~60
砂礫土

黒色土

含礫
黒褐色土

―縄文
生活面

黄褐色
砂礫土

礫層

黒色土

礫層帯

黒褐色土

趙 文
~1

土器片 )

微高地付近は黒褐

色土 を欠 き黄褐色

砂土層上面 も攪乱

さオしている。

7号住居址
(含灰柚陶 )

組文生活面
含礫黄褐色砂土

第 2図  南北方向概念的断面

遺跡付近は当時、黄褐色土の東に傾斜 した緩い斜面に前述 した如 く、尾根状の微高地 と浅い谷が

波状に並び、住居群の囲りにはナラ (お そらくコナラ)と クリを中心とした落葉広葉樹の自然林が

広がっていた。

(当 時の炭化物を全部調べた結果、クリ材 とナラ材が主であった)

以上述べてきたように、この付近のベースになっている段丘面の地形が複雑であるので、その上

に堆積 した鎖川の扇端堆積物 も、大きく分ければ黒褐色土層と黒色土層の二層になるが、さらに詳

しく見れば、各層共 レンズ状、または、塊状に砂礫をはさんでおり、飾分けの悪い含礫土層と土層

とが、交錯 して堆積するなど、単純に土層で新旧の対比をすることはできない。

礫層中の礫の岩質について

岩質は、硬砂岩が圧倒的に多くチャー ト、ホルンフェルス、粘板岩などの礫でt鎖川によって運

ばれた礫である。

巨礫の集石について

黒色土中 (1-6)や 黒褐色土中 (6-6)な どのように、扇端の層中に巨礫 (30働 以上)の石

組 ?集石 ?が存在するが、鎖川の扇端中の礫は表面が酸化 しているものが多く、大きさも拳大くら

いのものが多いことからして、鎖川の氾濫によるものではなく、さりとて構造物的でもない。結局

奈良井川か ら遺跡のどこかへ運搬の途中一時的に集積 しておいたものと推定される。時代は新旧あ

るが、土層か ら縄紋以降のものとみられる。

B9号住居址 三十三の26

黒褐色土

::i,

埋ガメ

黄褐色砂礫土
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第 2節 周 辺

牛の川遺跡は奈良井川左岸の現存河床に続 く第二段丘の沖積地にあり、海抜約 640%である。本

遺跡については昭和26年 3月 、藤沢宗平氏によって調査されており、又周辺遺跡についても昭和28

年、30年 に『信濃』、昭和48年の『東筑摩郡、松本市、塩尻市誌』に藤沢宗平氏が詳述 しており、又地

.元の小松虔氏による調査があるので、これ らを参考 として記述 したい。

笹賀地区は南北に約 8たz、 東西に約 2ん″と奈良井川に沿って細長 く、遺跡は縄文時代より平安時

代頃までにまたがって存在 している。

まず南よりみると、今村の奈良井川左岸嫌 椴 丘1針白木古墳があり、柏木保育園東南の数ケ所の宅地、

道路より加曽利 E式、堀之内式土器の出土をみている。今村より約 1.5た″北へ下ると下小俣の集落

があり、この平地に大塚古墳があったが、現在は開田により消滅 している。下小俣の東側 200%の

水田が本遺跡の牛の川である。牛の川は東西 150%、 南北 350%あまりの範囲と推定される。

牛の川遺跡より更に北へ 1ん″ほど下ると、神戸の集落に至るが、神戸では水道工事や建設工事の

際に20余箇所にわたって遺物の出土が記録 され、全体として東西 1.2んz、 南北約 1ん%の広範囲にわ

たる遺跡である。その主な出土地点は、神戸橋に通 じる県道では水道工事等で、橋より西べ 6ケ所に

わたって縄文、土師器の出土をみ、菅野中学校、現松本短期大学敷地等より打製石斧等が出土 して

いる。神戸集落の北端には神戸館址がある。

神戸遺跡の中心部より900%程北東に上二子の集落があり、ここでも8ケ所より縄文・土師器の

出土をみている。更に 600%程北へゆくと中二子遺跡、それより 1ん″北に下三子遺跡、奈良井川・

鎖川との合流点南西の大久保原団地より、それぞれ縄文中期土器片、土師、灰釉片等の出土をみて

いる。また下三子と、神林・下神境に大経塚がある。

これら遺跡を総括 してみると、遺跡は奈良井川左岸の段丘上に点々として存在 してお り時代的に

は縄文・ 平安期が中心で弥生時代のものはない。それと共に地形はほとんど平坦であり、奈良井川

との比高差が 2～ 3%と 少い地点に縄文遺跡がある点特徴的なものといえよう。

笹賀地区をとりまく周辺遺跡で主なものを拾いあげてみると、西隣の神林地区では南荒井、下神

遺跡があり、鎖川右岸に発達 した今井地区内の各遺跡、鎖川を渡って奈良井川左岸に広がる島立の

各遺跡等、ここでも縄文中期と平安時代のものが主であり、奈良井川右岸の芳川地区では土師ご須

恵を主体とする遺跡が見 られる。

更に縄文中期の遺跡を広域的にみると、山形村洞遺跡には西南西に約 6.5た″、同村三夜塚遺跡に

は北西に 5。 6んπ、波田、葦原遺跡には北西に 7.1たπ、東山方面では寿、赤木山遺跡群に南東に 3.5

ん%、 中山、坪の内、中島遺跡には東に約 5.5たzの位置にある。

跡一退
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第 3章 調 査 結 果

調査の概要

今回の調査で確認された遺構は、A地区で竪穴住居址 1軒・配石址 3ケ 所 。焚火址 1ケ 所、 B地

区で竪穴住居址 10軒である。各遺構の所属時期は、出土遺物等からみて、 B地区第 7号住居址 1軒

が平安時代である他は、すべて縄文時代中期に比定されるものと考えられる。

出土遺物は、縄文時代中期 。後期・平安時代の各期に属する彩 しい土器・石器 0土製品がある。

時期毎にみると,出土遺物の殆どは縄文中期のもので、該期の土器では大小各種の深鉢・浅鉢・ 台

付土器・有孔釜号付土器 0器台、石器では打製石斧・磨製石斧・磨石・凹石・石鏃・ 石錐・石匙・ 石

皿、土製品では土偶 0土製円板 0土さじ等、多種にわたり遺構 内及 び包含層 か ら出土 して

いる。縄文時代後期の遺物としては土器片が僅かに包含層から得 られている。平安時代のものは第

7号住居址・第 2号配石址からの土師器杯・小形甕、灰釉陶器椀等があり、また遺構外出土である

が、こもで石、鉄鏃もこの時期に近い頃のものであろう。

以上の調査結果の概要から、本遺跡ば縄文時代中期の集落址としての性格を中心に,縄文時代後

期の遺物散布地及び平安時代後半の小規模の集落遺跡として捉えられ、特に、松本平における縄文

時代中期集落遺跡の立地・展開が山麓台地にどどまらず、平地の河川周辺の微高地に及んでいたこ

とを如実に物語る好資料となった。

第 1節  A地区の遺構と出土土器・石器

1.Al号 住居址  (第 5図 、第10図 1～ 3・ 18020)

本址は、第 5ト レンチから第 7ト レンチの第10区から第12区 に亘 って砂礫層中に設けられていた

家屋址である。

遺構 プランは東西 390"、 南北 400"の略円形を呈 し若干南側の他遺構との関係で張出してい

る。側壁は周囲に認められる。壁高は北側において23御、東側15働、南側 15硼 、西側は23御で壁の

傾斜度は垂直に近い、壁高の高低の差は、かつてこの地が水田化される以前の自然地形からくるも

のである。この家屋址には上下三層の文化層があって、上層の文化層は敷石を伴うものであって、

尚その下部にはもう一つの居住面があることである。

上層の敷石居住址には、平盤の石 9個が不整然として敷かれているほか不整形の石が大小合せて

39個 が置かれている。このなかで西壁に接 しで⇔印 のある大石 (40ι7× 26硼 ×25鍬 )は 、その 3面

-13-
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に研磨のあとが歴然と認められ、石器製造の際に使用された砥石 と考えられる。このほか東壁近 く敷

石に接 して、小さく (18働 ×8働 )細長い石にも同様研磨のあとがありともに砥石として用いられ

たものであろう。石質は共に硬砂岩である。敷石面か らは、数多くの打石斧や磨石斧、石鏃が発見

されているが、そのほか石器製作の際に生 じた石片 (硬砂岩―奈良井川の川原石)が握 りこぶ し大

以上のものだけで実に 223個 を数え、それ以下の小破片に至っては千点を超えているものと推定さ

れる。このほか小石器の材料である黒曜石塊や破片が多数発見されている。以上のことか ら、 この

敷石面の文化層は石器製作の工房址と推定され、伴出する縄文土器は加曽利 EⅢ 式併行のものであ

るところか ら、この層は同期のものと考え られる。

下層の床面は砂礫層中に掘 り込まれていて堅い周囲には周溝 の跡が認め られな い。 柱穴は 4

個あって、そのうち第 1柱穴は東北隅の壁際にあって、長径50硼 0短径45働・ -50"で穴は垂直に

掘 られている。この柱穴の上か ら約20"の ところか ら打石鏃 1個が発見されている。第 2柱穴は東

南壁際にあって、直径50働 。-60鍬 である。第 1柱穴との間隔は 195御であった。第 3柱穴は南西

部の石組遺構に接 して掘込まれ、長径60"・ 短径40鍬 0-35御である。第 2柱穴との間隔は 200"

であった。第 4柱穴は北西部壁面に接 して、直径50"・ -33働垂直に掘込まれている。第 3柱穴と

の間隔は 183例 であり、第 1柱穴までの間隔は 200御 である。中央より西によって長径90"・ 短径

80"。 -40"で長楕円形の穴があってその上面には 2個 (33硼 ×18印、23鍬 ×17働 )の硬砂岩が置

かれていたのである。この大きい穴の中からは、加曽利 EⅢ 式と思われる土器片のほかは焼土や木

炭などは検出されていないので、その位置からして地床炉として用いられたものではなく他の目的に

使用されたものではないかとも考え られる。第 4柱穴北側にそって埋甕が発見されている。土器は

加曽利 EⅢ 式である。第 4柱穴を囲んでそれから南に西壁にそって,長 さ 154働 :巾45働 0-45働

の溝状遺構がある。また第 2柱穴か ら第 3柱穴を囲んで長さ 330硼・ 巾90"・ -24働 ～30"の溝状

遺構が発見されている。南壁に近 く第 3柱穴の南側には長さ90"。 巾62"の石組遺構が発見されて

いるが、これは石組炉であるが本址とは関係なく重複 した他住居址のものと推定される。この床面

からは、打石斧・打石鏃と黒曜石塊や破片のほか、前記埋甕によって同期の家屋址とみたい。本址

は以上のことか ら、はじめある目的をもつ家屋が建てられ、その後石器製作の工房として利用され

たものと考えられる。

土器 A地区全般をみると、後世の開田による撹乱をうけて、遺物は時期的に混在 していたが、

主体は縄文中期後半に位置する土器片が占め発掘地域東側には、土師、須恵、灰釉陶器片が比較的

に多 く出土 した。

本址についてみれば、平板な石のあった面と、その下部との二つに生活面がとらえ られたが、時

期的には同一であり、また覆土出土の土器についても大差はなかった。

1は横にめぐる隆帯に刻み目文を施 し、その下部には粗い間隔で、先端三角状施文具により縦の
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沈線を施 しているもので、隆帯下にはススが少量付着 している。 2は RL縄文の地文に縦平行およ

び、波状沈線を垂下
・
しているもので、内面に指頭状の調整痕が残 る。 3は 隆帯に綾杉文を施 したも

のである。 1～ 3と も深鉢型土器の胴部破片である。18も 胴部破片でLR横位の縄文を全面に施 し

沈線で区画 と垂線を施 し、区画外部分を磨消 している。内面には部分的におこげがつき、外面にも

僅かにススが付着 している。20は やや小型の深鉢で推定回径 14.3御 、推定器高 18。 0御である。口縁

部は無文で頸部より縦に垂下する隆帯が 4単位にわたって施され、その間を綾杉文で うめている。

隆帯施文には渦文状又はワラビ手状に渦をまき、隆帯の上部々分は盛 り上っている。 1は西側 ピッ

ト、 2は第 3柱穴、 3は床面中央、20は西北 ピット内のものである。時期的には 1は井戸尻 Ⅱ式、

2・ 3020は加曽利 E系の曽利 Ⅱ～Ⅲ式に併行するものであろう。

2.焚火址   (第 6図、第10図 4～ 12)

遺構 本址はA地区南東端の 2～ 6-0～ 4を中心にした地点で、地表下40～ 50鍬 あまりの深さ

に20働 内外の礫および90"大 の石を伴 うものの 2ケ所に焼土があり、前者は 140× 80側の範囲に厚

さ20御 、後者は80×60"、厚さは 2～ 3"の もので、焼土のほぼ中間には53× 45翻 -45側 の ピ ッ ト

があらた。この焼土面は平盤で、一つの生活面と観察されたが、壁は検出されず、住居址とはとら

えがたく、焚火址と考えたい。しか し、調査範囲は東西 7m× 南北 4mあ まりであったが、この焼

土 レベルの広がりは極めることができなかった。ただ、本址周辺は土が深 く、大礫も少いところに

あり、従 って耕作により撹乱されている可能性は充分あり得る。
.

遺物は覆土中より灰釉陶器小破片を 1点検出したほかは、縄文中期後半に位置する土器片で、そ

の主体は焼土 レベルより5働程高い層より検出された。

土器 出土土器は少範囲にしノては多量であったが、いずれもが小、中破片で器形全体を推定できる

ものはなか った。

4～ 7は 回縁部破片であるが、 4は平縁で回縁は無文でその下に二本の沈線をめぐらせ沈線間に

LR縄文を施文 している。 5も 4と 同様に無文と沈線であるが、下部の沈線は綾杉文の一部かも知

れない。 6は波状口縁の頂部で内側には粘土紐をはりつけてある。文様は回縁上部から屈曲した隆

帯を数本はりつけ、隆帯から回唇間は無文で一部に太い沈線を施 している。 7も 波状回縁で一本の

沈線を回縁ど平行 してめぐり,そ の下部は粗い綾杉状の沈線がつづくもので、外面にはススが付着

している。 8は 口縁下部 らしく、横に隆帯がめぐり、把手がつくらしい。隆帯の下部にはワラビ手

状の沈線文が垂下する。内部は一部黒色化 している。 9～ 11は同一器体と思われるもので、RLの

細い縄文を地文とした上に唐草状の沈線を縦横に施 している。内面には指頭による圧痕と、輪積み

成形痕がある。12は半円形の隆帯に爪形文を施 し、その下部に浅い平行沈線を施 している。内面に

僅かに炭化物が付着 している。
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第 6図  焚 火 址

これらの所産時期は12が井戸尻Ⅲ式に併行するものであるほか、 4～ 7は曽利ⅢO Ⅳ式、9～ 11は

称名寺式に併行するものと思われるが、本址の所属時期は遺物の多い縄文中期後葉と考えたい。

3.1号 配石址  (第 7図 )

遺構  1号配石址は、A地区の第16017ト レンチの各 16、 17区 にわたり検出される。表土下約38

働面に遺構が現われはじめたが、当初は南西方向より東北方向へ流れを示す、自然流の氾濫による第

一次河床礫の堆積があり、それ らが上面を覆 っていた。いゎゅるモ ラセ形の堆積と呼ばれるもので

洪水形の鉄砲水が、極めて急激に短距離の範囲に押出しをみせて堆積 したものであり、その河床礫

は鶏卵大のものが主体をしめる。発掘によって礫の洗い出しや清掃をする中で、大きな石の集まり

や、黒土の落ち込みを示す部分が確認されて、遺構の輪郭ははっきりしてきたが、その規模は東西

方向に約 190御、南北方向に約 130"の楕円状を呈 していた。配石の用材は、奈良井川水系の硬砂

岩質の転石が殆んどであり、約30個 を数える。その内、約10個程の割石の混在を認める。配石の在

り方は、遺構のほぼ中央部に、20× 38× 45硼の大きな石が 1つ据えられており、その石の周辺に僅

かな空間をおいて、 8× 27× 40硼か ら、 8× 18× 20"程度の石が、やや崩れた感 じで集められてい

た。この配石内からは、縄文中期末の土器片が比較的目立 って検出れた。又、下部はピットとなる

らしく、黒土の落ち込みを認めたが、上部面の洗い出しにとどまり、下部への調査はついに望めな

かった。立証条件は乏 しいものの、墓拡ではないかと判断される遺構であった。
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第 7図 1号配石址

4。 2号配石址  (第 8図、第10図 13,14023024034)

遺構 A地 区の西寄り18～ 12、 13、 14を 中心とする集石群である。表土排土直下に扁平な大礫が

並べられ、その礫中より獣骨小片が出土、また縄文中期土器片および土師器が出土 した。やや西に

離れた21～ 13で は灰釉陶器の完形郭が出土 した。

大礫は東側が長径40御 、短径20"あ まりの硬砂岩を主とする河原石の小日積みで、やや内側に傾

く一段だけが、南北に 2m続 き、その南には小振 りの石が二列になって 1.5m続 く。対する西側は

長径40働大の礫が東側列石より80働 へだてて平行に並び、周辺は礫が乱れており、あたかも後代の

開発等により破壊された様相を示 していた。列石内部は積み石底部とほぼ同レベルの小砂利による

床面を為 している部分もあり、遺物は西壁前30"で骨片、列石の内側にそって須恵器片の出土があ

った。しか し内部中心部附近よりは縄文中期土器片および磨製石斧なども混在 していた。

-18-



配石址の南 3mの地点からは、直径40側 の深鉢が埋められており、その中から高さ 4.5働あまり

の ミニ土器が出土 した。

本址については古墳石室の最下部が残っていたものとの見方もあったが、別記まとめで詳述する

理由により、方形の配石遺構 としてお く。

土器 方形配石址周辺の土器 も含めて とりあけにい。方形配石址も含めて周辺の包岩層か らは縄文

中期中葉の土器が検出されており、配石址の上面にも縄文中期の土器、石器の出土をみている。

13、 14は配石址覆土より出土 したもので、 13は 深鉢形土器の回縁部で、日唇にLR縄文を施文 し

IA一
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第 8図   2号 配石址
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三本の沈線を横にめぐらせ、その下部に横位のLR縄文をつけて、上部に径 1。 1働の円形貼付文を

施 している。14は縦の平行沈線を地文とし、その上に波状懸垂の隆帯と円形、波状の沈線文を施 し

ている。231却己石址の東南の16-10グ リットより出土 したもので、頸部部分のみであるが、 二 条 の

隆帯間に斜行沈線を施 し、 4単位に渦巻状にもりあげた突起をつける。その下部は 4本の隆帯を垂

下させて、その間隙を綾杉文でうめている。胎土は石英を含んで 悪 く、 ざらっぱい。24は配石址

の南側にあった埋甕で胴より上半部を欠 くが、大きくひらく甕である。文様は 4単位に隆帯をはり

。つけ、櫛状施文具による縦の櫛目と、縦の区画内の斜めのヘラがき、隆帯のヘラによる刻み目と、

地文上に波状懸垂を施 している。この甕の中には土製品の項で扱っているミニュチュア土器が入っ

ていた。34は配石址の西側30働 あまりで、配石上面と同レベルで出土 した灰釉陶器で完形品である。

回径 11.5底径 6.0器高 5.0御 で法量は約 200∝である。器形は椀で腰がはっており、底は糸切底で

付高台である。釉はつけがけであるがかなり剥落 している。内部に重ね焼きのあとと、渦巻状成形痕

がある。所産時期は平安時代後半と思われ、生産地は岐阜県多治見周辺の窯であろう。

5。 3号配石址  (第 9図 )

遺構 A地区の25、 26-10、 11よ り検出された遺構である。表土除去後10"程度の浅い位置より

縄文中期土器片とともに土偶脚部や黒曜石コアが出土 しており、他グリットと異質な感を抱かせた

が、更に掘 り下げたところ、東西に 1.5me南北に 0。 7～ 0。55mの擁形の配石を検出 した。

配石は30硼程度掘りくばめた浅いピット内に10～20"大の小礫が満たされ、石は欠けた角を上に

しているものが多かった。配石内には覆土 と同様の縄文中期土器片がまじり、礫の下は30翻 余 りの

深さで黒色土が落込み、特に西側半分が深 く20"巾 の底になっていた。

本址は第 1号配石址と同様に基鉱 とも思われるが、骨片等の遺存 もなくはっきりしない。
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第 9図   3号 配石址
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6.遺構外出土土器   (第 10図 15～ 17、 19、 21、 22 第11図 25～ 33、 35)

遺構外であっても包含層 よりかなりの土器片が検出されているので、その中よリー部をとり出 し

て図示 した。

15は 1-6グ リットの-40御 で河原石の重なった間より出土 した土器片で、深鉢型土器の胴部破

片で、浅 く広い沈線による粗い綾杉文である。 16は 3-4の 大礫上より出土 したものでRL縄文の

横使いで、縦と波状の隆帯を懸垂 している。内外面の一部にススが付着 している。1171ま 1-6出土

で深鉢型土器の頸部か屈曲内に 1.5翻 巾の隆帯をめぐらせ、それに 3 ππ巾の櫛状施文具で刻み目文

をつけ、その上下とも同様施文具により平行沈線を全面に施 している。胎土には雲母を多量に含ん

でいる。 19、 21は 1-4の -55硼 より出土 したもので、 19は沈線と綾杉文の施された底部近 くの破

片、21は木葉底の破片で、内面はけず りによる調整痕があり、外面底部の腰は柔 らかな曲線で曲っ

ている。22は底径 4。 4側 の無文底で 2-4グ リットー45働 より出土 している。底より急に外反する

器形である。25は 大型の深鉢形土器の回縁部で、日唇部分に粘土紐をつけて、内側に曲げてある。

口縁には隆帯があり、日唇より隆帯間は無文で、その中に渦巻の沈線を施 してある。26は 内湾する

国縁部で唐草文状隆帯がつ く。この二点は共に12-14グ リット礫面より出土 している。27～ 29は 1

-11出土のもので、27はやや湾曲する国縁に二条の隆帯力わ くもの 2ヾ8は 外反ぎみの回縁で無文であ

る。29は無文地に隆帯があり、その交叉するところに棒状施文具で押 して円形をなしているもので

ある。30、 31は 12-14、 32は 13-14グ リット出土のもので、30は 唐草文と縦の短い沈線を全面に施

したものであり、31は LRの横位の縄文地に沈線で区画 し、その申にワラビ手状沈線文を垂下させ

,ているものである。32はやや内湾する波状口縁で無文頸部に隆帯を 1本めぐらせ、RL縄文を施し、

低い逆 U字形の隆帯がつくものである。

33は 1-1出土の須恵器の郎底部である。高台は付高台で、内側につよく傾斜 している。底部は

回転ヘラ切 りである。内面は縦横の僅かな成形痕を残す。胎土には大粒の砂粒を含む。35は 2二 4

グリットー45鍬 出土の土師皿で推定回径 8.1働 で底は糸切 り、外面は二段の稜があり、内面にも二

段の稜がある。

これらの所産時期をみると縄文中期後葉の曽利Ⅲ式に併行するものが主である。本地区=帯 は該

期に生活が営まれ、以後途絶えて、また奈良、平安期に集落がつくられたものと思われる。
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7.石器   (計 測値は別表)(第 12～ 17図 )

磨製石斧

1.堅緻 な暗灰色の水成岩を完全研磨 して頭部を丸 く狭めた笏形の定角式である。頭部にはあば

た状の敲打痕 あり、刃部は鋭い蛤刃で中央先端と右隅に刃こばれあり、 しか し二次的研磨をして修

復 されている。刃部全面に縞状に毛髪状擦痕が縦に併行 している。

2.泥質凝灰岩製小形定角式石斧で灰黒色をなし全面研磨されている。胴体中央より下は切損 し

ている。

3.淡褐色の地に黒い斑紋を散 らした蛇紋岩製の定角式、鋭利な蛤刃の付 いた下体部を残 し、上

体部な し。

石鏃

4.黒曜石製無柄式で完形品。丹念な小剥離により調整 されている。

5.黒曜石製無柄式、両面より剥離痕で精良に成形 しているが片方のわたくり欠けて無 し。

6.黒曜石製無柄形、先尖部及び下部わたくリー部欠損。全体形は扁平な造 りである。

石錐

7.チ ャート製、錐先端は磨耗顕著。摘み部は細緻な両面剥離によって整えられている。

8.柳葉形 に造 られ両面剥離で錐先 はずん ぐりした円錐状をしている。

打製石斧  (大形 )

9.泥質凝灰岩の大形剥片を加工調整 したもので、胴体中央部は両側面に打裂痕集中 し細 く括れ

ている。此の部分に着柄されたと見え磨耗帯が横に廻り込むが如 く貼りついている。刃部付近の打

裂痕は、使用中に生 じたものであろう。本址中最大の完成品である。

10。 硬砂岩を荒 らく打欠いて整えている。頸部以上は切断されている。重量感に満ちた鈍器であ

る。

11。 硬砂岩製下体部欠如、現在 600″ あり、元来はその倍量はあったであろう。部厚な重量に満

ちた大形品。

12.硬砂岩製、頭部欠損 し、欠損部下約 1.5御 の個所に帯状に巾 2鋼の削痕が取 りまいて括れに

なっている。着柄部であろう。

13。 硬砂岩を荒らく打欠いて加工。頭部に内湾する打痕あり、胴体部ほぼ中央両側 に着柄を意図

したと思われる括れあり、刃部は磨滅 し鈍 く丸 くなっている。

14。 剥片利用の硬砂岩製。先端刃部には擦痕が明確に認められる。裏面は敲打による痕があばた

面となり拡がっている。

15。 泥質凝灰岩製、頭部に打撃による痕 が斜めに残 り、本体は弓状に内湾 し刃は三ケ所に大きな
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刃こばれがある。全体や 風ゝ化を受けて稜角部は丸味をなす。

16。 扁平な母岩である硬砂岩の両側縁を大き く剥離 して加工調製 している。先端刃部は内外両面

より敲打による刃付が行われ、その面に使用痕の縦状の削 り込んだ細線が併行に数本残存 している。

表裏両面に自然面を残す。

17.泥質凝灰岩を打欠いた剥片を加工調整 しているが原形に沿った調整であるため断面は部位に

より変化が大である。頭首部は欠損 し、刃先は磨耗 した小亀裂を残 している。

18。 泥質凝灰岩の表皮を利用 している。図示 した面は表皮面、裏面は打撃により縦に裂いた痕が

残 り、頭部の斜傾切損は新 しい。

19。 硬砂岩の剥片で作 り片面は自然の表皮で平滑である。胴より上部は斜 めに折り切れている。刃

先に削擦痕あり。刃部は剥離 した片面から整えられ、片刃作 りである。

2Q灰黒色の粘板岩の母岩を仕上げている。斜行する節理に逆った加工であるため層位的な欠落部

分が多 く見受けられる。

21。 泥質凝灰岩の剥離片を仕上げてある。変 った点 は一方の側縁だけを定角式に摺 り上げている

ことである。砥石面 とも見えるが片面は自然面が全面に残存。

22.硬砂岩の個体の表裏両面を打裂 し、両側縁は剥離痕の連続で整えてある。首部より上は切損

している。刃部は磨耗鈍化 している。

23.灰白色 の泥質凝灰岩製。頭部欠損、頸部構成する両側の剥離による扶 り部分は削擦され、着

柄痕とも考え られる。

打製石斧  (短冊形)

24。 扁平狭長な転石である凝灰岩の両側縁を剥離 し敲打を加えて調整 している。表裏面は平滑な

自然面で刃部は片刃で擦痕あり。

25。 凝灰岩製。両側は丹念な剥離痕の連鎖で整形されている。刃先は鋭利で使用痕 も肉眼では見

えないから使用頻度はす くなかったと思われる。

26.泥質凝灰岩製。本体中央よりやや上部に磨耗 した部分巾 1開位が横帯状に裏面にまわり込ん

で残存 してい る。装着痕であろう。刃部は靴ベラの先の如 くなり磨耗 している。

27。 硬砂岩製で内側に刃部は弓状に曲り鈍化 している。打剥作刃する場合は、意図的でな く自然

に内湾形になるのが普通であると言われている。これも打剥作刃過程で自然に生 じた湾曲現象であ

ろう。

28。 泥質凝灰岩の剥片を加工 し片面に自然面を残す。表皮の残存面の側縁は三個所の打剥痕を

中心にして、それに補剥を加えて均斉化をはかり突起部分は刃つぶ しを施 している。刃は鈍 く磨耗

化 している。

29。 泥質凝灰岩の剥離片製。両側縁は打剥痕の連続痕で調整され、片面 に表 皮を残す 。刃部の
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半分は刃こばれを生 じ、残った刃部には縦縞の擦削痕が付着 している。

30。 泥板岩製で板目を面 とし柾目を側縁 として、節理を応用 して打裂を加え調整痕を並べて仕上

げている。刃部付近の縦状の細擦削痕は使用痕か節理の石目のひび又はしわか判断に迷 う。

31。 泥質凝灰岩の両面を剥離 し二側縁を打裂によって割 り形を整えている。片面は中央 より下体

の半面が剥落 している。剥落痕より見て使用中に生 じた二次的現象である。

32.泥質凝灰岩製。片面に自然面あり。刃は鈍厚で磨耗度大。

33。 安山岩の母石を両面二側縁の剥離と敲打により仕上げている。刃部先端内湾し、石質は総体

的に風化作用を受け脆 くなり丸味を帯びている。

打製石斧  (擁形 )

34.粘板岩の板状節理を利用 し平面は板目を出 し二側縁は縦の柾目を剥離後の薄い張 り出し (残

庇)を敲打痕で絞 って腰部をつくっている。刃部先端の大半は欠損。使用痕としてさしつかえあるま

い。片面突起部に削痕有 り。

35。 薄手な硬砂岩の自然面の付着 した剥片を仕上げている。胴の括れ部を横に這 う斜行磨耗線帯は

裏面に伸びてからまっている。着柄のために生 じたものであろう。

36。 水成岩の表皮のついた剥片を仕上 げている。刃部は破砕磨滅 している。先端部縦の細條痕が

残る。おそらく使用痕であろう。

37.泥質凝灰岩の母岩を末広 がりに大きな剥離で調整 し刃部は使用時に生 じたと思われる破砕痕

が複雑に残 り、重厚形である。

38。 自然面のついた薄手凝灰岩の剥片を仕上げている。全体弓状に内湾 し刃部磨耗。

39。 硬砂岩の何枚かの中の剥片の一つを利用して仕上げたらしい。表裏両面の剥離面が大きく割 られ

ている。体形は弓状に湾曲 し、括 られた頸部付近に擦痕が見 られる。刃部には磨耗痕は見 られない。

40。 母岩の凝灰岩製、頭折損。片面下部一部斜に剥落 し刃部に及んでいる。体部は部厚直線形で

ある。

41.泥質凝灰岩製。胴部に左右対称の括れあり、片面中央部の括れを作る時生 じたと思われる放

射状裂痕が横に延びている。刃部縦状擦痕あり。

42。 自然面を残す剥片の泥板岩製。二側縁の縦状節理を敲打痕で成形 している。

打製石斧  (粗整打裂の顕著な石斧 )

43.泥質凝灰岩製。表裏面を極めて粗雑に打撃を加えて打ち欠いて粗形を造 り、加工調整はして

いない。

44。 硬砂岩の両面に表皮 を残 す河原石の両側縁 と刃部を打欠いただけのもの。体形は直線部厚

で刃部 は丸味をおび磨耗。

45。 泥質凝灰岩の本体を打裂 0破砕 して仕上げた重量感のある粗形斧的なもの。頭部は尖頭で刃
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第15図  A地 区出土石器 (4)

-30-

多

/

///



部は末広にな り磨耗痕あり、この形態のものが進化 して擁形になったとの説 もあり、武器説 もある。

46。 細長い棒状の凝灰岩の自然石をわずかに打欠いて作 り上げた粗末なもの。駿遠 と呼ばれる分

類に属するタイプである。表裏面に多大な自然面が残 されている。

47。 扁平な泥質凝灰岩の剥片を大きく打撃を加えて両面を荒 らく剥いで更に側縁 も一二度の打裂

痕で加工を済 ました粗雑品である。

頭部は傾斜 して折損の如 く見えるが、表皮の自然面が包み込むが如 く裏面にまわり込んでいるか

らこれが本来の形である。

48。 小判形の砂岩の自然石の先端に両面剥離をして刃付をしただけのもの。

49。 泥質凝灰岩の薄い剥片の片面の表皮を生か して刃部とし両面よりわずかに剥離痕をつけてあ

る。形 も不整形である。

50.擁:形 を基本形 とする泥質凝灰岩製である。胴か ら上部欠損。刃部は石目がささくれて突起が

多 く鈍い丸味をなしている。

51。 上部欠損の泥質凝灰岩の剥片製。二側縁は粗大に割 り裂いてある。

52。 粘板岩の表裏両面を剥いで刃部を二等辺三角形の頂点の如 く尖 らせている。頭部に表皮が残

っている。

53。 砂岩の扁平狭長な河原石をわずかに加工しただけのもの。二側縁の稜角以外は全て自然面で

ある。

54.長楕円形 の凝灰岩の河原石の刃部に剥離痕を有するだけの打斧である。頭部に使用中に生 じ

たと思われる敲打痕が二三個所あり。

55。 凝灰岩製、剥片の二側面にわずかにノl燎J離痕をつけている。

56。 泥質凝灰岩の剥片の二側縁と刃部をわずかに剥離 しただけのもの。刃部は剥片の末端が刃と

なっている。

57。 粘板岩を上部より下部に向かって打撃を加えて破砕 し二側縁にも粗な打裂痕あ り。全体的に

起伏の激しい面を有 し荒々しい形となっている。刃部は部厚で磨耗 している。欠損 したものを刃付を

しないで使用 したものであろう。

石棒状大形石斧

58.敲打によって表面を円く調整 した石棒状の泥質凝灰岩製で重量感にあ遮ゝれる牛の川遺跡最大

最重量 (1,300′ )の超大形石斧である。

胴体部は円形丸太材の如 くであるが刃部は蛤刃形 となり磨耗 して砥磨をかけた如 くであり、蛤刃

の一部分は斜めに欠落している。頸部は巾約 1硼前後の打痕によって形成された括れた溝が帯状に一

回転 して居 り、且つ磨耗痕跡が一面に集中している。頭部は横帯溝にかけて斜めに打割られている。

その隣接面にも斜状にひび割れが深 く入 っている。
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第16図   A地 区出土石器 (5)
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石匙

59。 泥質凝灰岩を剥離 した横形粗製石匙である。片面端に強打剥離による放射状痕が波紋 となっ

て広がっている。

60。 硬砂岩の剥片利用の横形石匙である。刃付は表裏両面より小剥離痕を並べて、鋸歯 とし二側

縁につけられている。

61.凝灰岩の剥片利用の横刃形である。小刃、石庖丁的にも使用可能である。刃部は粗な剥離痕

でつけられている。

62.薄 い黒色粘板岩に剥離痕を連続 させた横刃形石匙である。

63。 硬砂岩に敲打の連続によって横刃をつけている。小凹凸による多数の起伏を仕上の為か、完

成後の使用痕か不明であるが摺消 している。

64。 剥いだ泥質凝灰岩に鋸歯状の横刃をついた庖丁形をした石匙。

65。 泥質凝灰岩の剥片に小剥離痕を両面より連続させて刃部を構成 した横刃形石器。

66。 泥板岩の剥片の側縁に細かな剥離を施 して刃付 したナイフ形のもの。

67.凝灰岩の頭部に粗雑な摘みがつき、先端部分と片一方の側縁の下半部分に剥離調整 された刃

がつけ られた縦形のもの。

68.凝灰岩 の剥片の縦の先端を中心マとして左右に両刃の剣の如 く刃付がされている。刃は片面剥

離で統一されている。

69。 硬砂岩の剥片で打裂痕の最も鋭利な側縁をわずか加工 して刃付けをしている。

70。 硬砂岩の剥片の一側縁 と下端に剥離痕による刃がつけられている。粗製石匙の刃部は共通 し

て剥片の側縁中でも最 も薄 く鋭い部分であり、それは両刃形になったり片刃であったりで不規則な

刃付になっている。

磨石

‐     71。 花商岩の石鹸状の自然石の扁平面を上下面 とも平滑に磨いてある。食料すり潰し具と称され

ている。

r      72.扁 平な砂岩の両面に摩擦痕あり。

73。 円形扁平の泥質凝灰岩の両面に摩擦面が平盤状につ くられている。

74。 泥質凝灰岩の長楕円の自然石を用い両面に斜めに擦条痕が残 っている。両先端部は敲石にも

利用したと思える打撃痕が存する。

凹石  (含磨石・敲石兼用 )

75。 硬砂岩、扁平 自然石の片面に打撃を加えて欠き取 った如き凹を作 り、裏面は敲打を集中させ

て凹孔を作製 している。

76.硬砂岩、凹石と敲石の兼用である。一面は小打痕の集中 した個所が凹穴 となっている。側縁

-33-



第17図  A地 区出土石器 (6)
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の先端部に近 く打撃痕 6働 の長さに連なっている。

77。 硬砂岩、回転穿孔の集中個所が凹孔となっている。長楕円形の先端部は小打痕が残 り敲石

を兼ねた形跡をとどめている。

78.砂岩の自然石で先端を敲石 に一平面に敲打痕の凹孔を残 している。兼用形である。

η.軟質砂岩の自然石の一面は磨石 となりその面の長軸線上に錐揉状 の回転痕の集中による凹穴

を 3個併列 させ、裏面にも回転穿孔 2個併列 し、楕円形石の先端縁辺部に敲打痕が集中 している。

故に一石で凹石、磨石、敲石の三つの機能を兼ねている。

80。 長楕円形 の砂岩で表裏両面に敲打による凹孔を残 し、片面は摩擦され磨石面 となっている

兼用形である。

81.楕円形の硬砂岩表裏両面に打痕による凹孔を有 し全面磨耗 して平滑となっている。

82.軟質砂岩で片面に打痕による数個の凹孔を作 り、小部分に摩擦痕あり、裏面は全面摩擦痕で

おおわれて いる。

83.粒子粗な石鹸形の安山岩の中央平面部の両面に凹孔を穿ち、片面全体は摩擦痕がついている。

84。 粗粒子の安山岩で表裏両面に蜂の巣状の敲打痕が散 らば り、そのや 深ゝ くなったものが凹孔

となっている。 この自然石の長軸両端は敲打痕を残 し、敲石としての効用を果 している。

85。 拳大の半砕された泥質凝灰岩の塊の扁平部両面に回転穿孔が存する。

石棒

86.安 山岩の石棒で胴体の輪切 りにされた一部分である。上部切断面の縁辺部分は砥磨を加えて

調整 してある。何の為の調整か不明。
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第 2節  B地区の遺構 と出土土器 0石器

1.Bl号 住居址  (第 18・ 19図 )

遺構 本址はB地区の東北隅近 くにおいて発見されたものである。プランは東西 390印、南北 4

30働 の略円形を呈 している。壁高は南壁14働 、西壁17御、東壁 4鍬、北壁はわずか 2働である。こ

の様に壁高に高低差のあるのは、この地がかつて水田化がなされる以前か ら西南が高 く、東北が低

い自然地形によるものである。床面は堅 く踏み固められているが平面をなしている。また周溝は認

められなかったのである。柱穴は五個あって、第 1柱穴は南壁より4067Z離れて、長径40働・短径34

働・ -45物 のもので垂直穴である。第 2柱穴は西壁の中央部より37硼 内側にあって、長径37働・ 短

径33翻・ -40働 で垂直穴である。第 3柱穴は西北壁ぎわより35働 内側のところにあって、径34鍬・

-38働 の垂直穴である。第 4柱穴は東北壁より15鍬内側にあって、長径45硼・短径34働 0-38働 の

垂直穴である。第 5柱穴は東南壁より38"の 内側にあって、長径50翻・短径45働 0-40"の垂直穴

である。各柱穴間の間隔は第 1柱穴か ら第 2柱穴まで 125御、第 2柱穴から第 3柱穴まで 140印 、

第 3柱穴から第 4柱穴まで 173働 、第 4柱穴か ら第 5柱穴まで 145御、第 5柱穴から第 1柱穴まで

155翻 あるが、各柱穴間は等間隔ではないのである。

本址の中央部には南北 130働 。東西 120働略方形の一段と低い (-5働 )の掘込があって、その

中央に石囲の炉がある。石囲炉は 4個 の石をもって南北39開 。東西38翻 と正方形に近い形をなして

いる。その内径は25働 ×25働 と小さいものである。南側炉石の上には長さ52翻・ 巾20"の 平 らな長

石が覆 うように置かれていたのである。この長い石から南がわ18働離れて、長さ63働 、巾15働の細

長い川原石が石囲炉外側縁のような様子で置かれていた。この石か ら西へ30働 のところには、長さ

54働・ 巾15θ″の細長い石が置かれ、その側には径16働 円形の石が置かれていたのであるが、このよ

うに50"以上の細長い石が 3個 も不自然に置かれたのは、中央の石囲炉の外側にもう一つの縁囲が

あったものか、又は他住居址の石囲炉のものかとも考え られる。炉の北側には径 13～ 18硼 の小石 5

個が置かれていたのである。炉址の東北16働位離れて、長径 110翻・短径90"。 -20働楕円形の穴

があり、その中には径 5～ 12硼位の小石が数個あって、その上には長さ50働を超える大きい藤内 I

式土器の甕の縦半分に割ったものが伏せられていたのである。この遺構は床面に穴を掘 り、その中

へ小児の死体を埋め、その上に小石をのせ土をかぶせ、またその上に土器をもって覆 ったところの

墓拡であると考えられる。

本址からは、この伏せられた甕のほか藤内式土器片や、その上層か らは加曽利E式併行の土器片

が多量に出ているので、本址の時期は伏せられた甕の時期を以て藤内 I式期のものとしたいもので

ある。
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第18図   Bl号 住居址

土器 本址覆土、床面か ら多量の出土をみたが、出土状況には床面乃至その付近と、覆土中層 と

に 2つ のピークがあった。図示 したもののうち 1～ 6ま でが床面及びその付近出土、他が覆土中層

出土のものである。

1は器高50印 を測る大形の深鉢形土器で、 2分の 1程を欠損 しているが、全器形が窺えるもので

ある。この土器は遺構の項でも述べ られているように、炉址東北の床面に掘り込まれたピットの上

部に残存部表面を上にして横たえてあった。内湾する日縁部に無文帯、頸部以下には対になる細か

い刻みをもつ隆帯により縦位の長大な区画をつくり、区画内には長楕円や先端がカギ状にカーブす
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る文様を隆帯を用いて施文 している。半哉竹管による太い押 し引きや平行沈線 も用いてお り、施文

は丁寧で器面調整 も良好である。 2は 回縁に小突起 2ケ を伴 った大きな波状突起をもつ小形の深鉢

で、回縁の一部を欠 くのみの優品である。内湾気味の回縁部に無文帯をつ くり、胴部の文様帯は、

隆帯とその空隙を沈線で埋める部分と長楕円を横位に連ねる部分の 2段に分けられる。器面調整は

丁寧だが内外面がスス等の附着で黒変 している。 3は深鉢形土器の胴部下半で、細い隆帯を横走さ

せたものとアーチ形にして連ねたものにより囲まれる部分に、やはリアーチ形の細い沈線を充填 し

ている。器厚は全体的に薄手である。 4も 薄手の深鉢形土器の胴部上半で、日縁に 4単位の波状突

起と、胴部に無文帯をもつ。 5は全面にRL縄文が施される小形の深鉢形土器である。胴部中位が

僅かにくびれ、日縁端部が内湾する器形を呈す。 6は深鉢形土器の胴部破片で、縦の隆帯 を中心に

横位沈線や横位の連続する弧状の沈線を配 している。 7・ 8は深鉢形土器の胴部破片であるが、い

づれも僅かに屈曲する頸部からゆるやかに外開する国縁部に続き、最大径が回縁端部にくるという

器形をとる。 9は頸部に粘土紐を波状に貼 りつけ、それ以下の胴部は全面にRL縄文を施 している

もので、器厚は薄手である。10は大きくくびれる胴部と内湾する国縁部に特徴があり、日縁端部か

ら胴中央のくびれ部まで10本程の粘土紐を縦に貼 りつけたものを 4単位配 している。11012は共に

小破片からの復元実測である。11は刻みをもつ隆帯で 4単位の櫛形文がつ くられている。12は 口縁

部に無文帯をつ くり、胴部には ミミズク把手からのびる曲線の上下に渦巻や三叉文を配 している。

13は小形の深鉢形土器の底部で、内部に沈線を充填 した櫛形や三角形が隆帯により形づ くられる。

以上のうち 1～ 6に ついては、その所産時期を縄文中期中葉、藤内 I式併行として捉え本址の廃

絶時期もそこに求めたいが、個々にみると 6は前出的な要素をもっており、また 3・ 4は 藤内 Ⅱ式

併行とみた方が適当かもしれない。次に 7～ 13で あるが、これ らは器形や文様からその所産時期が

縄文中期中葉、井戸尻Ⅲ式併行と考えた方が妥当で、本址床面出土の土器群との間に形式差や時間

差が存在 して しまうことになる。このことは 7～ 13が覆土中層からの出土であることから、本址に

直接伴うものではなく、覆土の撹乱・混入とも解釈できる。 しかし覆土中層か らの出土土器で、図

示できなかったものの多くに 7～ 13と 同時期の所産と思われるものがあり、 9010等 の一括品もか

なりまとまった出土状況を呈 している。このため出土土器の検討か らは、藤内 I式併行の土器をも

つ本址の床面の上部に、井戸尻Ⅲ式併行の土器をもつなんらかの生活面が存在 したか、或 いは本址

(藤内 I式)の廃絶 0埋没後、上部に丼戸尻Ⅲ式併行の土器の一括投棄があったことが推定 される

のである。

2.B2号 住居址  (第 20021図 )

遺構 本址はBl号住居址の東北 110"離れて発見された住居址である。プランは南ゴヒ360硼 0

東西 380例 で東方に少 し張出しをもつ略円形を呈 している。壁は垂直で、南壁で高さ18御 、東壁で

-39-



Ｅ
　
‐
ｏ

m

第20図  B2号 住居址

15硼、北壁で 2御、西壁で 5働 である。この壁高の高低差はこの地の微地形の変化によるものであ

る。床面は平 らで堅く、周溝は認められなかった。柱穴は 4個あって、うち第 1柱穴は西北壁より

内側44印に位置 し、径39硼 0-44"の垂直穴である。第 2柱穴は 200"離れ、東北壁から32鍬の内

側にあって、径40働・ -45側 の垂直穴である。第 3柱穴は第 2柱穴から 190働で、東南壁より20"

内側に位置 し、41× 42翻 0-45"の垂直穴である。第 4柱穴はこれから 110"離れ、西南壁より20

"内側にあって、長径47働 0短径42働・ -45σZの垂直穴である。第 4柱穴と第 1柱穴 との間は 152

御でそれぞれ等間隔ではない。住居址中心には、長径94硼・短径80"・ -47働逆円錐形の地床炉が

ある。この地床炉には焼土及び木炭が充満 しており、その中から鳥獣骨及び黒曜石片・土器片など

が発見されている。この炉の西側か ら西北部にかけて炉縁には、長40ι″・ 巾20側 の川原石と長36働

巾10側 の石が置かれ、その側に長20硼・ 巾10"三角形の石がある。このほか東北かど縁にも径 6～

8物 の小石 3個が雑然として置かれていたのである。第 1柱穴の西北14側 には、長径27鍬・短径22

働・厚さ 6働碁石状の蓋石をもつ埋甕が口縁を上にして埋められていて、その中は空洞であった。

埋甕は曽利 Ⅱ式の新 しい時期に併行するものと思われる。床面からはこれより年代の上 る土器が部
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第21図   B2号 住居址出土土器

分的にかたまって発見され、そのほか打製石斧 0石槍・黒曜石塊など多く発見されているが、本址

の年代決定は埋甕の時期とするのが適当であろう。

土器 本址からの出土量はさほど多 くない。図示 したものは埋甕 (1)と 、床面上か ら出土 した

ものである。覆土中か らのものは大部分が小破片で図示するに至 らなかった。

1は第 1柱穴の西北から石蓋を伴って発見された埋甕である。胴部上半位に最大径がありそこか

らややすばまりつつ口縁に至る器形を呈す。文様は、胴部を、間に刻み目をもつ 2本の隆帯 4組に

より縦に 4分割 し、各部分にかなり不規則な縦の沈線を並べている。全体的に鉄分の附着や器面の

荒れが激 しく、特に口唇部分は本来の回縁端部であるか、欠損面が磨滅 しているものかの判別がつ

きかねる状態である。 2は床面上から一括出土 したもので回径39働 を測る大形品である。大きく外
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反する国縁部は無文で、端部の内面に凸帯、外面に折 り返 し状の隆帯を巡 らしている。文様として

は頸部に大きな隆帯の渦巻つなぎ文をもち、以下胴部は細い縦沈線の地文の上に、やや太めの沈線

で唐草文を描いている。 3はやはり床面上か ら一括出土 したものの一部で、器体の磨滅が激 しく多

くを図示 し得なかった。内湾気味に大きく外傾する日縁部の上端に等間隔で配 した渦巻文か ら腕骨

文状の隆帯と波状の隆帯を交互に頸部まで垂下させ、その間隙を斜行沈線で満た している。 405

は唐草文を主体にした土器の回縁部と胴部破片である。 4はやや内傾する国縁部に 2段の横位文様

帯をつくり、その下方は隆帯で唐草文を描いて、隙間を綾杉状沈線で埋めている。 5は隆帯による

唐草文をかなり自由に配するが、単なる沈線で隙間を埋めている点が 4と 異なる。

これら 1～ 5の土器を本址床面出土品として一括するならば、その所産時期は縄文中期後葉、曽

利Ⅲ式併行として捉えることができ、本址の廃絶時期もそこに求められると思われる。ただ し、土

器を個々にみると、 102は 時期的にやや古い要素をもっているといえよう。

3。 B3号住居址  (第 22～24図 )

遺構 本址はBl号住居址の西北に近接 して発見されたもので、B9号住居址の一部を切 ってい

る。プランは径 440物の略円形の住居址 と考えられる。壁はほとんど垂直に近 く北・東 。南の三方

で確認でき、北壁で25鍬 0東で30"・ 南で20"を数える。床面は堅 く特に南東部は非常に堅いので

この住居址の入口であろう。周溝はなく柱穴は 5個認められる。第 1柱穴は北壁より40"内 側にあ

って、径40働 。-50"の垂直穴である。第 2柱穴は第 1柱穴の東南80御、東壁より40側 のところに

あって、長径40"・ 短径35働・ -57側 の略円筒形垂直穴である。第 3柱穴は第 2柱穴の南97働 、東

南壁より70"の 内側のところにあって、径35鍬 。-52働 の垂直穴である。第 4柱穴は第 3柱穴の西

側84働 、南壁より108"の ところに位置するのである。径32働 0-52硼円筒形垂直穴である。第 5

柱穴は、第 4柱穴か ら110鋼 の北にあって、B9号住居址内東北隅にあり、床面よリー段と低いと

ころである。径32翻・ -46例で垂直穴であって、第 1柱穴とは68鋼 の間隔である。この 5個の柱穴

は星形を呈 している。この 5個の柱穴の中央には長径 100働・短径87働 。-45ι″の略逆円錐形の地

床炉がある。この炉の縁には石などの残存遺構もなく、この炉中か らは焼土木灰に混在 して鳥獣の

骨片 。土器片などが発見されている。

本址の床面から藤内式・ 曽利 Ⅱ式併行の土器や、打製石斧 。凹石・石鏃などと黒曜石塊が多量に

発見されており、B9号住居址 と同様に、使用後廃棄されたと考えられる。土器の一括資料から推

して、曽利 Ⅱ式併行の縄文中期後葉のものと思われる。

土器 本址か らは床面及び覆土中から多量の出土をみたが、床面上に器形を知り得る一括品が遺

存 しているという特徴があった。図示 したもののうち 1が覆土下層、10が覆土上層からの出土であ

る他はすべて床面上からの出土である。
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第22図  B3・ 9号住居址

1～ 3は器形及び文様にかなり類似性のある土器である。器形では、僅かに張る胴部とくびれる

頸部、大きく開 く口縁部とそこから大きく突出する一対の把手、文様では、日縁部の無文帯、頸部

の交互束J突文、胴部に垂下される 4単位の隆帯の腕骨文等の共通点がある。 2・ 3は 地 文 が細 か

い綾杉状沈線である点 も同様である。 4は床面上 lm位の範囲に大破片で散舌Lし ていたもので、器

高45御を超える大形品である。地文に大きな綾杉状沈線をもち、縦位に長大な隆帯の腕骨文が 8個

等間隔に胴部に配列されている。 5は胴部が直線的に開き、最大径が口縁部にある器形を呈すもの

で、日縁部に一段の横位文様帯をもち、そこから4単位で腕骨文風の隆帯を底部近 くまで下 して、

他は綾杉状沈線を充填 している。 6は くびれる頸部か ら口縁が内湾 しながら大きく外傾す る器形で
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第23図  B3号 住居址床面土器出土状態

口縁部に隆帯を渦巻つなぎ文状に巡 らし、胴部は櫛目状の地文の上に沈線で、波状懸垂や唐草状の

文様を描いている。 7も 6に類似する器形をとるが、頸部が無文となる点が大きく異なっている。

回縁部はネジリを加えた粘土紐の貼 りつけで 4ケ の長方形区画に区切 られ、胴部は波状沈線と細い

沈線が施文されている。 8は胴部破片で、やはり頸部がくびれる器形のものである。胴部は沈線と

蕨手状の波状懸垂が描かれる。 9は底部を欠 くのみの略完形品で床面上に潰れた形で出土 した。胴

＝
И川生Ｆ‐Ｔ八
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部が張り頸部がくびれる器形で、日縁部と頸部に縦の沈線をならべた 2段の横位文様帯をもち、胴

部は細い縦の条線の地文に、細い隆帯で波状懸垂や唐草状の文様を形づくっている。10は ごく小形

の鉢形と表現するのが適切な土器で、薄手、回縁内面に稜をつくり列点刺突を施 している。

以上の土器のうち 1～ 9は、一括 して縄文中期後葉、曽利 Ⅲ式併行 という編年的な時期を与え ら

れる。 しか し、 5。 6等にはやや新 しい要素 も加わってきているようである。10は類例が一寸見当

らないが、 1～ 9の土器群に伴うものとは考え られない。大まかではあるが、縄文時代後期の所産

でヽ、本址へは上層へ撹乱により混入 したものと考えたい。

4.B9号 住居址  (第 22・ 25～ 30図 )

遺構 本址は、第 3号住居址の西に位置 し、第 3号住居址と重複 している。プランは径 320働位

の円形を呈するものと推定される (住居址西側は未掘のため確認することが出来ない)。 壁は北・

東 。南の三方に認められ、壁高は北側で28ι70東側で16働 。南側で20御 でやや傾斜面をな している。

周溝は認められなかった。床面は凸凹や傾斜があって平坦でなく、堅さもBl、 B2、 B3号住居

址より梢や柔いと認められる。柱穴は第 1柱穴は、第 3号住居址の第 5柱穴より西北80"の 壁際に

あって、径33硼 。-40鍬 の垂直穴である。第 2柱穴は、第 1柱 穴より 175ι7南西に位置 し、径32働・

-47側 の垂直穴である。第 3柱穴は第 7柱穴の東南56開 にあって、径35働 。-52御 である。この柱

穴の北側に16働 ×15鍬 の根固めの石がある。第 3柱穴の東20"離れた壁ぎわには長47働 ×18`フ の細

長い川原石が置かれていたが使途不明である。このほか第 3号住居址の第 5柱穴はその位置からし

て本址の柱穴と重 っている可能性がある。第 3柱穴か ら南50働 には径45働・ -57物 の柱穴が認めら

れるがこれは本址 との関連性は薄いと思われる。この柱穴の西側には40"× 20"の長い川原石が置

かれているが、これも,使 途不明のものである。このほか第 3号住居址の第 4柱穴の南50側 には長径45

働 0短径40"。 -46鍬 の柱穴があるが、これもどう関係するか不明である。第 102・ 30及び第

5柱穴に囲まれた中央には石囲炉がある。この炉は長51鍬・横45御 で 5個の石に囲まれていて比較

的小さいのである。炉石は奈良井川産の硬砂岩であった。炉は床面より若干低 く傾きがある。

本址はB3住居址と共に使用を止めたあと壊れた土器捨場として再利用されたらしく、多量の藤

内式土器が堆積 し発掘されており、その中からこれも多数の打石斧、凹石、黒曜石塊が発見されて

いる。本址の年代はBl号住居址と共に石囲炉が小さくそのプランも小さく、藤内式土器を伴出す

るところから同期の住居址 と推定 したい。

このほかB3号住居址とBl号住居址 との中間で、B3号住居址から東南 130ιフのところ|こ は、長

径76仰・短径60働 0-206″ のピットがあり、その中か ら遺物の発見はなかったが、幼児の墓鉱では

ないかと推定される。

土器 本址から出土 した土器の量は極めて多 く整理箱20箱以上に及ぶ。これは本遺跡出土の土器
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32, 40, 41

第25図   B9号 住居址土器出土状態

総量のほぼ 4分の 1に あたる量である。完形品に近いものや一括出土の大破片が多く、これ らが小

破片を伴 って、本址床面から40～ 50硼位の高さまで、足の踏み場のない程に遺存 していた。とりわ

け本址南半部と炉址東脇には彩 しい土器の集積があり、完形品に近いものが潰れながらいくつも重

なり合って出土する様は圧巻であった。図化できた土器は55点、拓影 9点であるが、拓影にしたも

のや図示できなかったもののなかにも、同一個体と推定される破片を多くもつものがある。

1は、日縁に波状、日頸部に 7単位の乳房状の凹凸を設けている。底部を欠 く。文様は口頸部に

縦位の沈線を施 し、頸部に 2本の隆帯、胴部上半に刻み目のある隆帯を波状に巡らし、三角形の内

部には三叉文を配 し、爪形文で囲んでいる。胴部下半は横位の文様帯で、 3段に区切 られ、上か ら

楕円、三角形、楕円の区画文を施 している。隆帯を囲むように爪形文を配 している。 2の深鉢形土
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器は、頸部に括びれをもたない点、 1と異なるが器形はほとんど同じである。文様は頸部に刻み目

のある 2本の隆帯を波状に巡 らし、胴部の三角状区画文帯を挟んでRL縄文を施 している。内面の

下方に黒色の付着物が認められる。 3は、全面無文の深鉢形土器である。口縁部に捻り状の突起が

付 くのみで装飾的なものは無い。内面胴部下半、外面胴部下半にかなりの黒色付着物が認められる。

4の深鉢形土器は、日縁部に捻り状の突起があり、日頸部に遮、くらみをもたせ、頸部がゆるく括び

れる。文様は口頸部に無文帯をつ くり、頸部に長楕円区画文を 4単位で横位の文様帯を構成する。

区画内は爪形文と押引き文、ヘラ状施文具による波状沈線を施 している。胴部は嚢状圧痕文で埋め

ている。内面、外面の下半部にわずかに黒色の付着物がある。 5は、日頸部にお、くらみをもち、頸

部の隆帯が口縁部まで立上 り小突起状 になっている。胴部は隆帯を大きく波状に巡 らしている。区

画文内は太巾の沈線、隆帯上はヘラ状工具による刻み目文を施 している。内面下半部に黒色の付着

物が認められる。深鉢形土器である。 6～ 8は、いづれも僅かな反 りをもって外開する器形をもち、

文様も回縁部の広い無文帯 とそれに続 く横位文様帯に配される長楕円形のモチTフ が極めて類似 し

ている一群である。 6は胴部以下を欠損 しているが、恐 らくはもう一段長楕円を配 した横位文様帯

をもつと思われる。長楕円の内部はいづれも一条の結節沈線が引かれ周囲の隆帯内側には細かい刻

みが連続 している。胴部下半についてみると7は全周する結節沈線を境に以下を無文に しているの

に対 し8は縄文を充填 している。 9010も類似する器形 と文様のモチーフをもつもので、日縁部文

様帯の刻みをもった横位波状隆帯や、横位文様帯以下の縄文施文にその特徴がある。 9は現存器高

35鍬余、日径30働 を測るもので、三角形を交互に組み合わせたように隆帯を配 した横位文様帯 と、

胴部下半の縄文帯の中に周囲に爪形文を伴った短い隆帯の貼 りつけをもつ点が10と 異なる。縄文は

9010と もRL縄文である。11は僅かな反 りをもち乍 ら胴部が立ち上がり、回縁端部か ら数翻下部

で突然「 く」の字に内屈 して口縁に至るという器形をとるもので、最大径は屈曲部にある。文様は

屈曲部及び隆帯で全体を 5段に区切った中に、 1段 目は結節沈線を全周させその上下に雑な沈線を

刻み込み、 2段 目は内部に斜め沈線を満たした楕円の区画を 4ケ配 し、 3段 目は縦の沈線のみで埋

め、 4段目は三角形が交互に組み合わさるように隆帯を巡 らした中に三叉状の沈線と 1段目のもの

に似た雑な沈線を描いている。12は深鉢形土器の胴部上半以上である。 8ケ の波状突起 を も った

直立する口縁部に文様をもち胴部は無文となっている。 ミミズク状把手は一対のみと推定される。

13は、頸部にやや屈曲をもちながら、全体が僅かに反って外開する器形の深鉢形土器で回縁部に 4

単位で波状突起を有する。口縁部に長楕円を 4ケ連ね、その内部及び胴部に縦沈線を並べている。

14は 回径34御 、現存部器高37御 を測る大形の深鉢形土器で、日縁に 4ケ の突起をもつ。文様では、

国頸部にかなり広い無文帯をつくり、それ以下に 3段の横位文様帯を巡らしている。 1段目には三

角形を交互に並ぶように爪形の刻みをもった隆帯を配 し、 2・ 3段 日はそれぞれ楕円形の区画を連

ねている。15は深鉢形土器の胴部下半であるが、粗製で、文様 も三角形のモチーフをもつ隆帯のみ
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である。16は 台付土器で、回縁部の一部を欠 くのみで遺存状態が良い。回縁が 4単位の波状 となり、

胴部が大きくくびれる器形で、内湾気味の台部には四方から円孔があけられる。胴部中央に無文帯

をつ くり、回縁部文様帯には刻みをもった隆帯により三角形の区画を連続 し、胴部下半はアーチ形

の隆帯を横位に連ねそれ以下に縦沈線をならべている。17は有子L鍔付土器で、日縁部の 3分 の 1程

か らの復元実測である。孔は焼成前に鍔上部から斜めに、外面から穿たれている。18は器台である。

台部中央 と脚部は欠損 している。台部上面は平滑に仕上げられている。19は胴部で回縁部はないが

口縁から頸部にかけては無文と思われる。頸部には一本の隆帯がめぐり、胴部に 4単位の波状の隆

帯をはりつけ、隆帯には刻み目を施 している。隆帯の中には縦方向の交互の陰刻と斜めの刻み目を

つけている。胴下部 には磨滅 しているが縄文を施 して いる。 20は つ よ く内湾す る国縁部

で回径は 21.7動 で、国縁付近に楕円状の区画された沈線内に三叉文をもつもので、区画以下は無文

であ る。 21は 回頸部、 胴部 llC横位 の区画帯 を もつ もので、 1段 目は大 きな把手 と円形竹

管および交互陰刻をもつ楕円区画を 4単位に施 し、 2段 目には半円の区画とその内部に沈線を施 し

ている。内面屈曲部以下は黒変 しており、日縁部に黒色物が付着 している。22は 回径 20.4物 の底部

を欠 く略完形の深鉢形土器で平縁に 1ケ のひねり上げた把手をつけ径 24硼の円形のくばみをつけ、

更に回縁にも同様円形のくばみを 1ケ つけている。頸部以下は爪形文と交互陰刻のついた隆帯で大

きく区画 し、中は三角状、長方形を主体とした区画文で、その内部には縦、横の沈線、三叉文等を

配 している。内面下半は黒変 し、黒色物が付着 している。23は 4ケ の穴のあいた動物の顔面を思わ

せる把手をつけた深鉢形土器で、日縁部
2/3胴

部たが現存する。口頸部は無文でその下に 6単位の

楕円の区画文を並べ、胴部には屈曲する隆帯と刻み目文、押 し引き文などを施 している。施文は自

由奔放で抽象的である。調整はヘラ状工具による横位の ミガキ的な調整で外面胴部上半は僅かに黒

変 している。胎土焼成は良 く堅緻である。24は 胴部上段に楕円状区画文をもち、胴部中央に円形を

形どる隆帯を中心に三角形などをつくる。現存部分は回縁部た、月同部之である。25は 日縁に大きな

ミミズク状杷手をもつもので、その下部に半月状、三角状などの区画を施 し、その内部に爪形文、

三叉文などを配 している。その胴部は直接々合できないが、三角状のゆるやかな隆帯で区画 し、そ

の内外を部分的に平行沈線をひいている。器全体か らうける感 じは優美で胎土焼成もよい。26、 27

は小振りの深鉢形土器で、共にほぼろを現存する。26の 回縁は無文で、円形の突起をつけ、それよ

り二本の刻み目のある隆帯を 1本は垂下、 1本は胴えをまわって区画文を形成 し、区画内には平行

沈線を施 している。区画外には沈線と横位の刻み目文を施 している。27は 4ケ の波状口縁をもつも

のと思われるもので、頸部をはり出し、胴下部は隆帯内に沈線をもつ櫛形状の文様を施 している。

口縁部から頸部には渦巻状の隆帯を施 し、それに細い刻みを施 し、胴上半部にも全面に爪形文を施

している。内面中位に黒色炭化物が付着する。28、 29は共に胴下半部で、28は隆帯と楕円状区画の

内部に細かい三角状刺突文を施 してあり、29は縦の平行沈線 と、楕円状区画の内部に太目の半哉竹
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管状工具による押 し引き文を施 している。30は 胴下半部で隆帯、沈線、交互陰刻を施す もの、31は

縦の区画内に横位の平行沈線、爪形文、交互陰刻文、細かい綾杉状沈線文等を配 している。器形は

胴下半部が張 り27と 同様の形になるらしい。胎土・焼成は良 く堅緻で明赤橙色を呈す。32は 大きな

波状の隆帯に放射状の沈線を施 している。33は上部と底部を欠 く小型の深鉢形土器で、文様は 6単

位で 6分割のそれぞれに横位の刻み目文・ 交互陰刻文を組み合せて施 し、胴下部は腰がはっている。

内面は全面に黒色化 しておりt一部付着物がつく。34は平縁で隆帯により不整円形、長方形の区画

をつ くり、内部に結節沈線、半裁竹管を用いた半円および沈線を施 して、るヽ。残存は口縁繭部と程

度である。35～37はいずれも小型の深鉢形土器でヽ35は胴部中央に太い隆帯を波状で一周させ、そ

の上下を太い沈線、細かい沈線、交互陰刻等を配する。下部には 3単位の長楕円を連ねている。現

存は回頸上部を欠 く。内面下部は徐々に黒 くなり、底部は漆黒である。36は 回縁部に三単位の沈線

を用いた施文で、日唇には小さなU字状の隆帯があるが欠損 しているため全貌はわからない。胴部

は楕円を 3単位で横に連ね、その内部は 2ケ は斜行沈線 1つ は外円 に交互陰刻 を 細 か く施 し

ている。底径は 46働と小さく腰が丸い。胎土には雲母を多 く含み、内面には横位のヘラミガキ様の

ヘラナデが施されている。な程災埠 しているが優品である。37は □頸に 2本の隆帯で楕円状の区画

をし、区画内は細い刺突と沈線を施 し、区画外は無文である。胴部には不整楕円、三角を組み合せ

た区画文様で、胴下部には楕円文を横に連ねる横位の文様帯を施す。内面は横位のヘラミガキ様の

ヘラナデで、現存は全体で約々である。38～46は 全面に縄文のつく深鉢形土器で、38は RL縄文の

地文に頸部に 6単位の楕円文を横に連ねる。底部は網代底である。39は RL縄文t40も RL縄文に

回縁部に二本の横位の隆帯をつけたもの、41は細かいRL縄文、42は 粒の粗大な、RL縄文、43は胎

土に長石、雲母の多量に混入する底部、44はやや開く底部、45は 内湾する国縁部でRL縄文の地文、

46は底部近 くで
に
く"の字状に屈折するRL縄文のもので、これらはいずれも程度の差こそあれ、

内面には黒色付着物があるか黒変 している。47～ 49は無文土器であり47はヘラ状工具で縦方向に大

きくケズ リ様ナデを施 し、内部はハケ状工具による横方向のナデを施 している。略完形である。48

は内面胴中部はナデを下半は横位のヘラケズ リを行っている。49は上から下へのヘラケズ リがつよ

く内面は横位の左から右へつよいヘラケズ リが施されている。47、 48は 内面に黒色付着物あり。50

は半裁竹管による平行沈線を施 し、胴上半部に指圧痕をめぐらせている。51、 52は彫 りの深い沈線

を平行させて、51は 曲線、円を描き、その中に 4単位で、拳状の節をもった隆帯を配する。52は 自

由な曲線を走 らせ、一部刺突文や三叉文を配 し、長大な 4単位の把手をつけている。この二点はと

もに胎土の荒い微細な石英、雲母を多量に含むもので、内面は51は下半が、52は全面が黒変してい

る。53～55は、浅鉢形土器である。53は 、日縁に4単位の波状突起が付く。回頸部は大形の爪形文

を巡らし、頸部は粘土紐を貼付けて、指頭状なもので押圧し、回りに刻み目を付けている。内面の調

整は丁寧にヘラミガキされている。口径は 34.レZ、 器高は 16.4御 を測る。54は 、日頸部に3段の隆
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帯をもち、内 2段に爪形文を施 し、真中は波状隆帯である。口縁上部に、 2列の爪形文を施 し間に

半裁竹管を押 して弧状に連なる文様を巡 らしている。口縁部の残存はわずかであるが、推定回径は

36.9御 、器高は 161σ″を測る。55は、日頸部に 4単位の不定形な突起が付き、日縁部 と頸部に隆帯

を巡 らし、隆帯上には爪形文を施 している。口頸部は爪形文、三角状区画文、隆帯を指頭状なもの

で押圧 したもの等多彩な文様帯を構成 している。内、外面の調整は、横位の方向に丁寧なヘラミガ

キが施されている。口径 37.2御 を測る。56～64は、深鉢形土器の回縁部である。56は 、日頸部にメゝ

.く らみをもち、日縁は内側に湾曲すると思われる。胴部上半は隆帯により円形や三角形の区画文を

設けてお り、胴部下半はRL縄文で埋めている。57は 、日縁部に無文帯があり、その下に刻み目を

もった隆帯を巡 らしている。外面の一部に黒色の付着物が認められる。58は、波状口縁の一部 と思

われる。刻み目をもった隆帯 と、太い巾の沈線で文様を構成 している。外面に黒色の付着物が認め

られる。59は、隆帯による自由な区画と隆帯際に爪形文、内部は沈線で文様を構成 している。60は

回縁部に無文帯をもち、その下に刻み目をもった波状隆帯を施 している。61は 、刻み目をもった隆

帯による区画 と、その内部をヘラ描きの沈線で、沈線間は、刻み目や交互陰刻を施 している。62は

回縁部は外へ反 り、1頸部は「く」の字にくびれる。口縁部は無文、頸部以下に三叉文や、半隆線 と

沈線を大きく円形状に配 して、文様を構成 している。外面に黒色の付着物がある。63は、日縁は、

波状口縁でわずかに外へ反 り気味に立ち上が る。回縁部は無文で、刻み目をもつ隆帯や太い巾の沈

線を垂下させている。64は 、日縁は「 く」の字状に外へ反る。文様は大きな交互陰刻をもつ隆帯に

より楕円区画状に配する。内部は太い縦位の沈線をならべ、沈線間は細い斜行沈線で埋めている。

以上、本址出土土器のうち64点を提示 したが、これらは時期的には、概ね縄文中期中葉藤内 I式

併行とみることができよう。このうち50は平出Ⅲ類 A系の土器で、該期に伴出するものである。ま

た51052は 器形及び施文の特徴からいわゆる北陸系の土器 として指摘できると思われるもので、出

土状況か らみて、本址出土の土器群に伴出することは確かである。

5.B4号 住居址  (第31～34図 )

遺構 本址は 7号住居址 (平安時代)直下30"の砂質を含んだ黒褐色土層中に存在する。プラン

は、南北径 2.65m× 東西 2.70mのほぼ円形で中央部に硬砂岩の自然石 7イ固で囲んだ炉址を伴ってい

た。側壁は上表部地層が河川の堆積、流化作用を受けていた為、確実性は欠 くが南約30御 、西約25

翻、北はわずかに周溝を残 し、東は点線で周溝を結んで推測 し得るに過ぎなかった。床は黒褐色土

層であるために石囲炉址を起点に拡げ得た。床面は堅くたたき締められて居 り貼 り床であるか否か

については不明確であった。柱穴 らしき穴 6個発見されたが、如何なる柱の配置を考えるべきか即

断 し難い。

本址は出土遺物から見ると 2時期にわたる遺物が見 られる。調査中には平面プランとして捉え得
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第31図  B4号 住居址

なかったが、土層に 1時期の生活面が考えられる。

土器 本址出土の土器は、覆土中と床面、床面付近の 2ケ所を中心にして多量に出土 した。図示

したうち 1～ 13に ついては床面とその付近。14～ 30は覆土中より出土 したものである。

1・ 2は区画文と竹管状施文具による押引き文を主体に文様が構成されている深鉢形土器である。

3は 、国頸部にぶゝ くらみをもち、日縁が内側に湾曲 し、日頸部に綱い粘土紐を貼付けた重弧文をも

つ深鉢形土器である。 4は、上部約ろを欠 くが胴部に 6単位の櫛形文をもつ深鉢形土器である。 5

～ 7は、小形の深鉢形土器である。この内 5と 7は 口頸部に無文帯をもち、5は、頸部以下隆帯と渦

巻状の沈線で、 7は、頸部に波状沈線、以下にRL縄文で文様を構成する。 6は、日頸部と底部を

欠き胴部の破片のみである。文様構成は隆帯と沈線を垂下させている。 6と 7の 内面の一部に黒色

の付着物が認められた。 9は 回頸部が直立 し、外側に湾曲する日縁をもつ浅鉢形土器である。口縁
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部は爪形文で縁どりし、 2本 1組 の沈線を垂下させ、日頸部を分割 している。頸部は隆帯を押 しつ

ぶ し、ヘラ状施文具で、刻み目状に沈線を施 している。10011の 深鉢形土器は、床面より出土 した

一括土器である。10は 、日径 36.4働、底径 15鍬、器高は54鍬 を漫1る 大形の土器である。器形は回頸

部にメゝ くらみを持ち、日縁が内側に湾曲する。頸部がくびれ胴部がゆるやかに張る。文様構成は、

日頸部と胴部下半に無文帯を持ち、頸部以下に太い隆帯で三角状区画文を施 し、区画内を太い巾の

沈線、渦巻状文、三叉文で埋めている。文様帯下部は、 6単位の楕円状区画文を施 している。隆帯

上はヘラ状施文具により刻み目をつけている。内面はかなり丁寧にヘラミガキされている。11は 、

日径43御 、底径 14働、器高49開を測り、大形の土器である。器形は、回縁に 1単位の波状突起が付

き、日頸部にメゝ くらみをもたせ、日縁は内側に曲る。頸部はゆるく括びれ胴部はあまり張 らない。

文様は、頸部か ら回頸部に向って山形の隆帯がところどころに付 く、胴部は 2本 1組の太い隆帯で

大きな三角状区画文を巡 らしており、区画内は巾のせまい沈線で埋められている。文様帯下部は楕

円状区画文を施 し、内は横位の沈線 1本 を施 している。内面はヘラ状工具をもちいたミガキ状の調

整がなされている。10011は 法量、施文共に似ているが10の方がつ くりが丁寧である。12013は 胴

部に縄文のある深鉢形土器である。12は底部に網代の痕がわずかに残る。13は底部と胴部の境に太

い沈線を巡 らしている。14015は 台付土器の台部である。14は、台部は無文で、胴部に刻み目のあ

る隆帯を垂下させ、区分し、間を沈線で埋めている。15は、台部に 2本 1組の沈線を山形に 4単位

巡 らしている。 16、 17は、台付土器の台部と思われるが不明である。台部に孔が有る。17は RL縄

文と沈線がある。18～ 22は 、胴部に縄文の地文がある甕形土器である。18は、日頸部が外に開 くよ

うに立ち上り、日縁部はやや内側に湾曲する。頸部に括びれをもつ。文様は、日頸部に渦巻状の隆

帯があり、胴部に向 つて 4本の沈線が垂下する。地文はLR縄文である。19～21は 、沈線を垂下さ

せ胴部を分害1し ている。22は、隆帯を垂下させ胴部を分害Jし ている。底部には網代痕をもち、内面

には部分的に黒色の付着物が認められる。23は、日縁部に 2単位の突起があり、頸部はゆるく括び

れる甕形土器である。文様は、回頸部に隆帯 と刺突文で区画 した内を沈線で埋めている。胴部は 2

単位の蕨手状沈線と2単位の唐草文。 4単位の波状沈線を垂下させている。地文には竹管状施文具

による細い平行沈線を施 している。24は 、胴部に綾杉状沈線をもつ土器の底部付近である。25は 、

本址上層部より出土 した埋甕である。口頸部を欠 く。胴部には 4単位の唐草文をもち、地文はヘラ

状施文具による太い沈線で埋めている。26の 甕形土器は、内側に粘土帯を貼付 して整形 した回縁を

もち、最大径は頸部付近にある。文様は頸部に隆帯を巡 らし、 4単位の唐草文をもつ。地文に櫛歯

状施文具による細い波状沈線を垂下させている。27の甕形土器は、胴部に 4単位の唐草文をもつも

のと思われる。地文はヘラ状施文具による斜位の沈線と綾杉状沈線を施 している。28は 、甕形土器

の胴部である。隆帯を垂下させ胴部を縦位に分割 し、間を横位の沈線で埋めている。29030は、手

捏土器である。体部は無文である。30に ついては底部に網代痕がわずか認められる。31～38は、甕
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第 34図  B4号 住居址出土土器 (3)

形土器の回縁部及び胴部の拓影である。31は 、横位、縦位の波状沈線等、沈線で文様を構成 してい

る。32は 刻み目のある隆帯、押 し引き文で三角状に区画 した横位の文様帯で構成 している。33は 、

刻み目ある隆帯 と無文帯をもつ。この上部に回縁部が続 くものと思われる。34は、日縁が内側へ湾

曲する。口頸部に重弧文をもつ。35は 、隆帯と縦方向に細い櫛状施文具による沈線を垂下させてい

る。口縁部は、内側へ曲りながら立ち上がる。36は、櫛状施文具による縦方向の沈線を施 している。

37は、唐草文をもち、隆帯を垂下させ、間を綾杉状沈線で埋めている。38は 、沈線区画内にRL縄

文がある。この縄文は、磨消手法を用いられていると思われる。

以上の土器のうち 1、 2、 8については、縄文中期中葉、新道式併行と思われるものであり、本

址出土の主体を占める土器 とは別のものと思われ、外部からの混入と考えたい。 3～ 7、 9～ 17は

本址下層部の主体を占める土器群で、縄文中期中葉、井戸尻 I式併行と思われる。この うち、 30
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507014。 15、 はやや新 しい要素も入っているように思われる。18～ 28に ついては、本址の上層

部の主体を占める土器群である。与え られる時期は、縄文中期後葉の曽利Ⅲ式に併行するものと思

われる。31～34は 、縄文中期中葉のもので、特に31、 32に ついては古い要素をもっていると思われ

る。35～38は、縄文中期後葉に位置づけられると思われる。

6.B5号 住居址  (第 35～41図 )

遺構 本址はB地区の最西部に位置する。平面形は炉を中心とする径 6.5mを測る円形プランで、

床面は褐色砂土を踏み固め、更に粘土による貼 り床であった。床面上には大小の河原石が散乱 し、

特に南西部には立石を想定させる29× 18× 10"の長方形の石を含めて、配石遺構 ?と も思われる集

石が検出された。周壁は、西側寄 りは立ち上がり約12印 を測 ったが、東側は僅かの落ち込みを呈 し

明瞭にとらえる事は不可能であると思われたが、慎重なる精査の結果、数働の立ち上が りを確認 し

た。ピット類は比較的良好に検出され、うち 4箇 は内礫を伴うが、グリ石は存在 しなかった。炉は

方形の石囲い炉で、集石の直下か ら検出された。東西外径 103働 0内径74御、南北外径 120働 0内

径90印 を測 り、本遺跡調査中に発見された炉址中、最大の規模のものであった。炉を構成する縁石

は総て硬砂岩で、焼成熱の為、北縁石 (56× 22働)を除き、他は 3片に割れていた。炉内には焼け

た砂岩を含む径30θπ内外の円礫が 4箇落ち込んでいた。また炉縁石の上面から黒曜石製の完形の石

鏃 1点、炉内の厚い灰層中か らは骨粉が検出されている。

さらに本址からは、炉の東方に三角形を描 くように 3箇の埋甕が発見されている。炉より北東 100

"を距てて第37図 1が正位に、南へ 120御を距てて同図 4が逆位に、東へ 247硼 を距てて同図 2が

床面よリー32硼の深さに渉って逆位に黄灰色砂土に固 く埋設されていた。特に 2は、下部を輪積み

の継ぎ目から割 り、その面を床と同 じレベルになるように埋め、さらに30× 29× 4側の安山岩扁平

円石を石蓋 として乗せられてあった。同一住居址か ら計 3箇の埋甕が検出された例は数少 く、埋甕

機能説にとって重要なる遺構と思われる。これらの埋甕はほとんど周壁近 くに位置 している点など

から、或いは本址の入口設置場所を想定させるものかもしれない。

本址の覆土及びグリット出土土器及び 2の埋甕出土状態 (埋甕取り上げ時に埋甕より更に-7働

下部より大形土器片44の 藤内式が検出された)などから推測 して更に精査を続行するならば重複住

居址 となり得たものと思われる。本址よりの出土土器は、縄文中期藤内式～後期初頭称名寺式に比

定される土器、及び上部より出土 した須恵、灰釉陶器片と多様であった。

本址よりの主なる石器類は炉より東北部 140御 を距て 正ゝ位で検出された50× 30側 の石皿で、円

形の磨 り石を伴ってワンセットとして検出された。他にスクレイパー、打製石斧、 ドリル、石鏃、

更に自然面を四面に残す 5.11× 4.5硼 の角礫黒曜石 (搬入品 〔未加工〕)が出土 している。

本址の時期決定は埋甕の曽利Ⅲ式併行を持 ってあてるのが妥当であろう。
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第36図   B5号 住居址遺物出土状態

土器 本址及びその周辺からは多量の土器が得られたが、図示 したものは 1～31が埋甕を含み、

本址床面及び覆土下層か ら、32～43045～ 88が覆土上層及び本址の懸るグリットからの出土であ乙

44は遺構の項で述べた様に、 2の埋甕の更に下部か ら出土 したものである。

1～ 12は いづれも唐草文を主なモチーフとするもので、日縁部に 1～ 2段の横位文様帯を有 して

いる。このうち 10204は 埋甕 として用いられていた。 1は胴下部を欠 くが、日径 35.5鍬・現存

高32働 0器厚 1.1御を測る大形なものである。なだらかに丸 く張 り出 した胴部と、そのまま内傾する

国縁部は、さながら樽状の器形を呈する。 5働巾のやや狭い口縁部施文帯は、 U字懸垂文を 8箇配

置 し、無文帯を区画 している。頸部施文帯は、 1条の、唐草文特有の渦巻及び変形渦巻連結横位隆
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帯が廻 らされている。胴部施文帯は、 2条の平行する大柄渦巻隆帯を左右対に垂下させ、胴下部の

三叉渦巻文対比及び渦巻つなぎ弧状隆帯と連結、更に蛇行懸垂隆帯で、胴下部の渦巻文と連結区画

を計 っている。空間は余す処なく地文の綾杉文の変形線文としての縦、横、斜行及び弧状を含む自

在の沈線で充填、それらが等 しく4面に描かれている。尚験J先文は鋭 い。2は頸部以下を欠き、日

径 30.8硼・現 存高14働 0器厚 1開 を浪1る もので、日縁部施文帯に 1と 同様に 4面 に渦巻つなぎ懸垂

を垂下させ、その空間は斜行沈線で埋めつくしている。 4は 、日縁部、胴下部を欠き、胴上端径 27.5

郷・現存高 24.8翻・器厚 1御 を測る。 102と 同様 4面区画施文で、 2条の渦巻及び渦巻つなぎ隆

帯を、瘤状突起を交叉点 として区画を計 り、空間は沈線で充填 し、胴上部頸部施文帯は、 2条隆帯

に連続刺突を施 し、更に上段は、半哉竹管による交互陰刻が僅かに残存 しているのが観察される。

3は、飛ばし沈線 (雨垂状)文を地文に、 1条ないし平行する 2条の縦隆帯区画文を垂下させてい

る深鉢形土器で、現存高23徽底部径 7.6働 0器厚 1硼割 1り 、底部から直線的に開いてゆ く器形で、網代

底部である。 5は、深鉢形土器の回縁部破片で、推定回径40動を測 り得る大形なものである。波状

をなすと思われる日縁部は、内面に蓋受状の張 り出しを持ち、隆帯及び肉彫的な渦巻文と刺突列点

文で構成される。頸部文様帯は渦巻隆帯と撚 り粘土紐を連結区画 し、内部は半哉竹管による交互刺

突による陰刻施文をなし、その上下を太い沈線で縁取 っている。焼成は固 く焼き締まり、色調は灰

褐色を呈 し、器厚は 1。1御を測る。6も 5に類似 し、縦位沈線と弧状沈線を、やや退化 した渦巻隆帯

で区画施文 している。 9～ 11も 同様の施文の小破片であろう。13は粘土紐を斜行格子状に貼 り付け

た、深鉢形土器の回縁部である。14015は細かい縦沈線を地文にして、太めの沈線で区画される。

17～ 21は、回縁部の小破片で17018の 内面の蓋受状張り出しが特徴的である。

32～46は、本址の時期より遡 る、縄文中期中葉に比定される土器群で、44を除き、本址上層及び

周辺グリットからの出土である。このため詳述 しないが、竹管による爪形文や、隆帯上の刻み等が

広範にみられ、長方形区画文や横帯区画の一部 もうかがえるものがある。49～57071074は縄文が

多用される土器群で、沈線による縦区画の中に粗い縄文が施される53～57は 縄文中期後葉の後半に

位置するもの、49～ 51は 中期末、52071は 後期のものであろう。72は 、人面ないし獣面を模 したが

如き杷手である。中期中葉の産であろう。

75～ 77は、上部覆土出土の歴史時代土器である。75は底径 68鍬・器厚 1.2働 を測る須恵器甕片、

76は 内面底部に青磁様の施釉をもつ中世陶器の高台付底部、77は 回径約16"の灰釉陶器の椀である。

いづれも本址との関連はない。

78～88も 周辺グリット出土の縄文土器である。78079080082は 中期中葉、81・ 83は 後葉から末

葉に比定されるものと思われる。
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7.B6号 住居址  (第42044図 、第45図 1～ 14、 第46図 )

遺構 調査結果によって明 らかにされた第 6号住居址は、主 として25026ト レンチの、各 16、 17、

18区にわたり検出される。該所の層序は、近 くに西接する28ト レンチ17区の、西壁セクション (第

8号住居址の項で記述)と ほぼ同様であった。本住居址を報告するにあたり、その直上における発

掘経過の様態について、概略S、れると、床面上約40翻の第 4層黒褐色土上面に、 2× 2.3m円形の

範囲に、まとまった集石が最初認められた。この集石は、10× 20× 25鍬 か ら25× 27× 35働程度の大

きさのものばかりで、いづれも角のとれた河原石であり、個数にして20数個が数え られた。周辺に

はこの様な大きな石が認められず、覆土が光沢のある黒色土を呈 して、周辺包含層とは明瞭な差異

を示 し、人為的であった。これ らの集石と混在 し、あるいはその下部面に主とし、かな りまとまっ

た土器や土器片が、包含されているのが認められた。その濃密な分布範囲は、集石の分布範囲と全

く同一であり、本住居が廃絶後、炉址を中心とする部分に土器及び土器片が集められ、その上面に

大 きな石が寄せ られた感じであった。その堆積は深いところで40σπをややこえる程であった。こ

れら遺物の様態を示す住居址を含めての全体像は、ひとつの有機的、意図的な遺構として、とらえ

ることができると考えられるが、長期に亘 って活用された住居や遺物に対する、当時の人々の多面

的な精神的作用、影響がうかがえ る。

本住居址は、その埋没過程において、
‐
奈良井川水系の氾濫による、土砂礫の流入を多分に受けて

おり、そのために住居構築時 における輪郭がなかなかつかみがたく、検出には非常な苦労が伴なう。然

しながら洗い出された本址の規模は、上面径が東西、南北共 4m。 下面径が東西、南北共 3.65mを

数え、比較的まとまった円形プランを示 していた。周壁は最 も検出に手間どった部分であって、精

査の結果、東部及び北部が約 13御 、南部、西部が約23働 前後であった。周溝はなく、床面は平坦に

近 く、非常に固い仕上げであるが、小礫まじりとなり必ず しも良い方ではなかった。炉址は住居址

のほぼ中央部に検出された石囲炉で、
'10×

30"程度の石 4個 を用いて方形状に構えられていた。そ

の規模は、長軸を南北方向にとって、外径数値は45鍬 、内径28働 となり、短軸は東西方向で外径40

働、内径20"で、やや小形な炉址であった。炉址内には若千の焼灰を認めるが、特別な遺物の検出

はなかった。柱穴は址内に 4箇所認められる。その規模は、Plの上面径40× 40翻 、下面径 15× 20働

Pメま上面径 30× 35働 、下面径20× 20"、 深さ30働 。P3は上面径25× 28御、下面径 15× 20"、 深さ30

"O P4は
上面径25× 30御 、下面径 15× 15御 、深さ24働 をそれぞれ記録する。

土器 第 6号住居址の出土遺物は、表土下約55翻以降の、第 4層、黒褐色土内に主として包蔵さ

れていた。同層の上面には、こぶ し大程度の礫が比較的多く混在 しており、その下部の床面上にま

とまったかたちで検出される。その濃密な分布範囲は、東西方向に 230"、 南北方向には 200"の

やや楕円状を示 し、その堆積は40働余となる。特にこの部分の覆土は、光沢のある黒色を呈 して、

周辺 の包含層 とは差異をみせていた。この第 6号住居址の、床面直上遺物 として検出された土器
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第44図  B6号 住居址土器出土状態

類は、かなり多量におよんでおり、縄文中期中葉に所属されるべきものが主であぅた。その中、ほ

ぼ完形を示す ものは10個体を数える。これらの遺物が、本住居址の所属時期を位置づけるものと思

われるので、以下、分類を試み詳述 したい。

第 1類土器

本類には 2011が含まれる。11は、器高約 35.4御、国径29御、底径 11。 4働、器厚 0.8動 の数値を

示す。器形 |ま底部より、ゆるやかな開きをみせながら立ち上が り、胴上部で僅かなしまりをみせた後

開回の度を広めて開 く、全体に整 った器形を成 している。口縁部は大きな波状となり、その頂部は
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やや山形で 4点を数え、均等に配される。施文は、その波頂部の外器面に、粘土紐を短 く垂下貼付

させ、上面より太い刻目を入れて凹凸を連続させ、文様仕切をなしており、回縁に沿って半載竹管

を用いた横位の蛇行平行沈線文を配 している。又、回縁より胴部の集約部にかけては、平行する極

細の沈線文により、縦方向に整 ったレンズ状の施文を、ほぼ等間隔に器面に垂下させている。胴部

の集約部には、同様の平行する細沈線文を 3段かさねて横走させており、胴上半部と下半部の施文

を区別 し、下半部には、同じ施文具による波状沈線文を横にめぐらし、それぞれの波状の低部より

平行細沈線を垂下させている。細沈線による、淡白な流麗さの感ぜられる土器である。 2は、器の

上半部を欠 くまとまった土器で、現存の器高は 18,8御、そして欠損部の胴径は18翻 、底部径は 10.5

御、器厚 0.8側 の中厚手土器である。焼成はよく赤褐色を呈するものの、器面調整は粗雑である。

文様は、竹管による平行沈線 とは異なるうすい細沈線文が、欠損部分の胴部に横位に施された後、

その下部に底部へ向けて、縦方向の細沈線文が引きさげられるが、その施文のあり方は雑で、整わ

ない特徴がある。11は平出Ⅲ類A系の土器であり、 2は縄文中期初頭の要素を残すものであろう。

第 2類土器

408が 含まれる。 4は 、回径の割に器高が大きく、日縁に 4つの把手がつく器形をなすもので

全体に横位の文様帯で構成され、楕円区画文や波状結節沈線を用いている。 8は、胴上半が大きく

開いて僅かに立ち上がる国縁に至る器形をもつもので、半隆起線と角押文により楕円区画文を回縁

部付近につ くり、 2段の角押文をめぐらした後、Y字文のモチーフを角押文で表わしたと思われる

ものを全周させる等、角押文を多様に用いている。楕円区画文の端部に短い粘土紐を貼 りつけて、

隣接する楕円区画文と連結 している。 408と も器厚は比較的うすい。縄文中期中葉の格沢式の要

素をもつものとして、まとめられると思われる。

第 3類土器

いづれも完形品に近いもので、縄文中期中葉、新道式に比定さるべき土器を一括 した。第 6号住

居址出土土器の中核をなす ものであろう。 1は完形土器で、ゆるやかに開回し、日縁部にいたり内

湾ぎみに外傾 して開く外形線を示 している。器高は 19.2御、日径は 19.8御 、底径は 10。 2御、器厚 0.8

硼を記録 し、焼成よく赤褐色 となる。口縁上部と底部上に巾広の無文帯を残 し、胴部に太い隆線に

よって横帯区画をとり、その区画内に半哉竹管による連続爪形文や、三角状の押引文を密に施文 し

充填 している。 3は 、器高 18.0硼、日径 13.4御 、底径 6.8御 、器厚 0.8御 を記録する。焼成はよい

が、器面調整はやや雑となり、日縁上部と底部に近い立ちあがり部に無文帯がある。他の胴部を中

心とする器面には、押引文と微隆線併用による、横位区画帯が重なり、その内部に斜行する沈線が

引かれている。又小さな耳状突起の加飾もところどころ付される。5は、器高 16.0印、日径 12.0御 、

底径 7.O εZ、 器厚 0.8ιフの比較的小形コップ状土器である。施文は、日縁直下に太い隆帯が 1条横走 し

以下底部近 くまで、縦方向の巾広の平行沈線文を 2条づつ垂下させて、縦形の区画を器面にとり、
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その区画内に斜沈線を充填 している。変化のない単調な施文となっている。やや時期の下降する可

能性もある。 7は底部を僅かに欠 くが、現存の器高は46働 と大形であり、日径 38。 0御 、 現存底部

径は約14硼 、器厚 1開で厚手土器 となる。胎土、焼成共によく褐色となる。器は底部より若干開口

しながら、回縁近 くまで直行 し、後、内湾気味に大きく開 く土器である。施文は胴上半部に集中的

で、太い隆線による横帯区画文がいく段にも重なり、その区画内を整った斜線や波状沈線を連続さ

せて、充慣 している。胴下半部への施文はまばらとなる。回唇上部には大形の耳状突起が 4個 あり

又、日縁部帯には耳状副突起の加飾が盛んとなる。

第 4類土器

本類は、縄文中期中葉、新道式に比定 した前類とともに第 6号住居址出土土器の中核をなすもの

で、次に続 く藤内式の要素の強いものをまとめた。 6は、底部を剥落する完形に近い土器で、器厚

は 0.7～ 0。 9御 、現存する器高は約 25。 4硼、日径 24。 0"、 底径は約 12印を記録する3月台土は良 く微

量の砂粒を含み、焼成よく赤褐色を呈する。器は胴上部より急に外傾の度を強めて開き、日縁部に

いたって強 く内湾する形を示す。回縁部に 4鍬円形の把手を 2個貼付 し、ゆりかご状の装飾をつけ

ている。施文は、横走するうすい隆帯をもって器を上下 5段にほぼ均等に分割 し、横位文様帯をつ

くる。口縁部の上部より1段目及び 2段 目の施文帯は、整った縦方向の沈線で埋められ、器の中央

部に位置する 3段 目が文様の主体をしめ、渦巻と三角をつ くる、爪形文を付す隆帯を入 りくませて

装飾に変化をもたせている。 4段目は、 2段目と同様の縦沈線を施 し、底部に近い 5段 目はく 5個

の楕円区画をとり、その内部に斜沈線をみた している。又、区画の端に円形文の加飾もある。10は

底径 8硼 、器高 15.6硼 の小形土器である。口縁部上にやや大形の杷手があり、施文は太い隆帯によ

る方形、三角形、楕円形等の区画が器全面にとられ、その区画内に沈線が施される。隆帯上には刻

目文が付されている。16は、明瞭な屈折底をもち外傾 しながら開 く器形で、底径は約 15.6酬を記録

する。屈折部以上全面に、地文にRL縄文を施 した上に、綾杉状の刻み目をもった 2条 1単位の隆

帯と、太い半裁竹管状のもので屈曲をもつ垂下する平行沈線を施文 している。焼成よく屈折部の上

下の器厚はかなりうす くなっている。19は 、胴下半を欠 くが、日径 16.4酬 を数えるもので、 焼成

よく、器面調整 も良好である。文様は隆帯と平行沈線による縦方向の区画文を主とし、竹管状工具

による刺突文 も用いられている。

第 5類土器

無文土器を扱うが、 9の 1点が該当する。焼成はよく、赤褐色を呈するが、器面調整は雑な土器

である。器高 14.8翻、日径 13.0働、底径 8.4御 を数え、器厚 1働 の厚手完形土器である。底部近 く

の立ちあがりで、僅かな張り出しがあり、日縁まで直行 して、やや開く器形を示 している。時期的

には、第 3・ 4類 に伴 うものと思われる。

第 6類土器
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本類には17・ 18が含まれる。共に器全面への縄文施文がなされ、その上面へいづれも、粘土紐状

の突起物が部分的に付加される。17は 、日縁部を欠 くが現存の器高は21御であり、底径は 8.6御、

器厚は 0.8物 を数える。焼成よく赤褐色となり、底部より回縁に向い直に立ちあがり、器形に変化

はない。網代底であり、縄文の節は中位で比較的整っている。縄文地文の上に、まばらに垂下する

粘土紐があり、その紐が部分的に高 く尖 り、突起状となっている。18は、器高 13.8御、底径 6.4働、

日径 9.4働 、器厚 0.8"のコップ状土器である。器面調整は粗雑で凹凸が激 しく、頂部 4箇所を数

え る波状口縁部となる。器全面に縄文施文となり、部分的に長さ 3～ 4鍬の短い粘土紐の貼付があ

り、突起状の加飾をなしている。この土器は、第 3類土器 7の上に重なる様にして検出された。こ

の種土器は、最近東筑摩郡波田町葦原遺跡の発掘調査時にも、縄文中期中葉の藤内 I式期土器類に

混在 して発見 されており、藤内 I式期にコップ形土器が伴出する点を考えあわせても、やはり第 30

4類土器に伴 うものであろうことが推察される。

第 7類土器

器台形土器をあてる。第 6号住居址か らの出土は、12の 1点のみであり、破片からの復元実沢1で

ある。上面径推定 17.4牲 同 じく底径 15。 6御、器高 4.8御 を記録する。焼成よく器面の調整 も丁寧

である。第 304類 の時期に伴うものであろう。

第 8類土器

ミニュチア土器をあてる。 13・ 14の 2点あり、この両者のみ、 3分 の 1の縮尺で提示 した。13は

胎土が粗悪で、器面の荒れもひどい。厚い底部の上に、巻き上げ痕が内面に顕著に残 り、連続爪形

文や縦の沈線が施文されている。14は 、手捏ねで、指圧痕が内外面に残 っている。口径 5.8鍬、底

径 3.0働、器高 3.6御 を数え、焼成よく黄褐色を呈する。本類 も時期的には、第 304類 に伴うも

のである。

拓影

図示できなかったもののうち比較的特徴のあるものを用いた。20～ 22は 同一個体と思われる国縁

部破片で、指頭圧痕をもつ隆帯と平行沈線が施文されている。23は 浅鉢形土器の回縁部破片と思わ

れるものである。24～28は深鉢形土器の胴部破片で、竹管を主な施文具にしている共通点があるが

27は 隆起線、隆帯を全 く用いず、平板であるところが異なっている。           il i

8.B8号 住居址  (第43047図 、第45図 15)

遺構 第 8号住居址は、その全容追求の努力にもかかわらず、周壁遺構等、輪郭をつかむことは

できず、明確な住居址にはいたらなかった。従 って床面も遺物の出土状況や、炉址よりお したもの

であり、不分明ではあったが、その規模は、東西約 480御 、南北約 470"の 、ほぼ円形プランを示

す住居址と推定される。炉址は住居址の中央部所在と考えられ、10～20働 前後の石六個を使 って、

-78-



方形状に囲った ものであり、規模は外径は30× 45御、内径は15× 25働で、形ばかりの貧弱なつ くり

であった。この石囲炉の用材に、石皿片が使用されてあったのは異彩であった。炉址内には焼灰や

遺物等の残留は認められなかった。床面は非常に堅緻ながら小礫まじりで調整は悪 く、多少の凹凸

を認めた。柱穴は、発掘によって検出された範囲にとどまるが、 3箇所に認められ、Plが上面径28

働円形、下面径は15× 17御 、深さ40鍬 。P2は上面径42× 45働、下面径28× 30翻 、深さ45働。Pψ 上ゞ

面径25× 35硼、下面径 15× 20"、 深さ 3働を記録する。

この 8号住居址の炉址が検出された、28ト レンチ17区 の西壁セクションは、第 1層、耕土約30働

第 2層 、小礫含有黒色± 15働、第 3層、小礫含有黄褐色± 10働、第 4層、黒褐色±20"以降で、こ

の第 4層 が、こぶ し大程度の礫と混在する遺物の、多量にみ られる包含層であらた。遺物は主とし

て、28ト レンチの16区 を中心 にして、 2m円形の範囲に亘 り濃密であり、礫と土器片との混在堆積

は約30"で あった。遺物は、縄文中期後葉土器を中心とする破片であり、石器は、打製石斧が比較

的多 く出土 した。

土器 本址床面付近及び覆土中からの出土をみたが、量が少 く、 しかも小破片のものが殆どであ

った。そのなかから、文様の判読できるものを選び、図化乃至拓影で提示 した。これらについて、

以下、時期毎に分類 し、説明を加えたい。

第 1類

縄文中期中葉の土器である。編年上でみると、多少新旧の要素を含むが、おおむね、新道式か ら

藤内式に併行するものであろう。

第45図 15は、本址出土土器中ただひとつだけ投影図化できたもので、全体の
あ程を欠損 してい乙

器壁は橙色を呈 し焼成は良い。回縁の把手及び胴部上 。中段の楕円形区画は 4単位、胴 部 中段 の

「 U」 字状逆楔形の文様及び底部まで続 く縦長の楕円区画は 2単位で配されている。第47図 2～ 5

(以下、第47図 )は、隆線や浮隆線の方形区画があり、内部を整った横位あるいは斜位の、沈線文

でみたしている。 3の内壁には、炭化カスの附着がある。 4は、回縁部近 くとみられ、内湾度が強

い。 6は 、器厚 1硼、黒褐色の平縁の回縁部で、内湾が強 く、日縁部が無文帯となり、その下部の

横走する隆帯状に爪形文を密に施 している。頸部以下には長方形区画文がつ くられる模様である。

8は平縁の複合状□縁部をもち、頸部より外傾 して開回する。隆帯による特徴的な楕円区画内に、

同方向へ斜行する連続刺突文を施 している。半隆起状線による施文と、砂粒を多 く含む赤褐色の胎

土は特徴的で、注目に価する土器である。 9～21はいづれも胴部破片で、特徴的な大形の爪形文を

連続させ、結節沈線を加えて文様効果をあげているものである。部分によって、爪形文乃至は結節

沈線のみがうかがえるものや、縄文を伴 うものもある。 9は、隆線が唐草状に丸まる抽象文風の曲

線を配 し、10～ 15。 20は 三角形や楕円により横帯区画文を構成 している。いづれも器厚 0.8～ 1.1

働と総 じて厚手、焼成はよく赤褐色系の色調をとる。22～28は 全面に縄文が施文されるもので、22
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～24が胴部、25～28が 回縁部破片である。器厚は、22023が 0.8～ 1働、24が 0。 7鍬、25026が 0.

8～ 1御 、27028が 0.5翻 という数値を示 し、いづれも焼成良 く、27028が黒褐色を呈す他は赤褐

色系の色調を出 している。□縁部破片25～28は 、みな口唇上面を面取 りされており、更に25に は回

唇直下に長さ 4.5御、巾、高さ共 1.3"の大きな突起物が貼布されている。29は外反 して開 く平縁

日縁部で、器厚 0。 8御、焼成よく暗褐色を呈する。口唇部にかけて、上面に爪形文を付 した長さ2.7

物・ 巾 1働・ 高さ 0。 8側の突起があり、その直下に横走する太い粘土紐を貼 りつけ、上下を交互に

押圧 して波状にしている。30は、器厚 1鍬、黄褐色を呈す焼成の良い土器の口縁部付近破片で、粘

土紐貼布による隆線、隆帯により、横位の人体図を描出する。顔にあたる部分は、円形文で表わ し

ており、手足の形は、両足膝を折って外に開き、腰をおとしながら両腕は左右共横に張 り、肘を折

って両膝の上に手をおく姿である。胸にあたる部分が突起状となり、器厚 と共に約 3.5"の肉厚 と

なる。類例は井戸尻や平出等、中部、関東地方の中期土器に散見される。32～ 34は底部であるが、

器形及び文様か ら該期のものとした。32は底径 10.667Z、 器厚 0.8硼で黄褐色を呈 し、楕円による横

帯区画文をもつ。33は 直立に近い立ちあがりを示 し、 11.8勧の径をもつ底部には整った網代痕を残

している。34は、 11.8"の底部径をもち、外傾 しながら立ちあがる器面には縄文が施されているの

がわかる。本類の縄文は殆どが、RLである。

本址の時期 も本類の内に求められるど思われる。

第 2類

縄文中期後葉のものである。 1は平縁日縁部で、頸部より外傾 して開く器形を示 し、外器面に沈

線による楕円区画がつくられ、内部に整 った細沈線が縦方向に施される。31は波状口縁の頂部に突

出する突起部である。回唇が内湾する形をとり、突起上は渦巻状となって、隆帯が 2本流下 し、回

縁部に横位の小さな区画をとっている。区画内には太巾の沈線が斜めに引かれており、その区画帯

の下には沈線区画が縦方向にとられる傾向を示 している。本類は量が少 く、本址の時期に直接影響

するものではないであろう。

第 3類

時期を決定できないものである。 7は、器厚 0。 7印、黄褐色の胴部で、沈線区画内に沈線や渦文

を施 し、 1部の沈線内を連続刺突 している。35～ 39は底部で、器厚は総 じて 1.1翻前後で、胎土、

焼成共によく、黄褐色 となっている。第 1類に伴う可能性が高い。

9.B7号 住居址  (第 48049図 )

遺構 本址は牛の川遺跡調査範囲内のほぼ中央に位置 しその下部及び隣接地には縄文式中期B4

号、B10号 住居址が重なる複合址ともなっている地域で ある。

本 7号住居址はかつて奈良井川の氾濫により流水作用を受けたことのある水田地帯の直下約70翻
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の黒色土層中に埋没 していた本遺跡中唯一の土師式住居址である。時期は平安時代と定める。本址

の所在する付近は表土の黒色土層は比較的深 く70～ 80"の 間迄堆積 し、その下部は多少礫を混 じえ

た灰黒色層に変わっている。本址は黒色土層の最下面に存 し、プランは東西長軸 4.20m、 南北 3.60m

の隅丸方形 を呈す るものと思われる。というのは、西壁及びそれに続 く北壁 と床面の一部分が本

址下部に存する4号住居址と切合って崩れ去って居り点線部は推定線である。東壁の一部も同様で

B10号住居址を発掘する段階で欠潰 しカマ ド址附近を除いては不鮮明である。

実存する壁高は南壁とカマ ド址附近の東壁で実測可能である。東壁、南壁は共に垂直に立ち上 り

東壁は30御 、南壁は25翻 である。浅い周溝は南壁に沿ってのみ確認された。床面は良好で東北隅の

カマ ド址周辺は三和土状態で堅 くしまっていた。西南隅には60× 40働 の焼土塊あり、20働の間隔を

おいて30× 40"の焼土塊が併立 しその両焼土塊の谷間の床面より灰釉陶の復元可能な外が発見され

た。この両塊の焼土は最初に造成されたカマ ドであったが何かの理由で現在の東北隅にあるカマ ド

に移 して構築された遺構と考えたい。柱穴は三個見 られる。カマ ドは石組粘土貼りで煙道の一部も

存 じ且つ焚口には炉端石も据えられた奈良期には見 られぬ平安様式の典型的な造 りである。

升
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土器 本址覆土中及び床面付近からの出土が殆どである。種別としては土師器 (1～ 16)と 灰釉

陶器があり、器種は邦・ 高台メ 0椀・皿 。小形甕等に及ぶ。

1～ 10は土師器邦である。いづれも底部外面に回転糸切 り痕を残 している。 305の 体部外面に

成形時の稜を顕著に残 している他は内湾気味の平滑な体部をもつ。 1は体部下半に張 りをもつ特徴

的な器形をしており、 9の内面は黒色処理されている。11は 足高高台をもつ力不になると思われる。

12～ 14は、高台をもち体部が内湾して椀状の器形をとるもので、いづれも内面はヘラミガキの後、

黒色処理を施されている。15は小形の壺とでも表現すべき、あまり類例のない器形の土師器である。

日唇部を僅かに欠 くのみの完形品で、焼成もよく堅緻で、色調は黄灰色を呈す。頸部やや下部と胴

部上半に 2本の沈線を巡 らしている。この土器 (15)は 、調査時には、本址下層のB4号住居址の

柱穴内か ら出上 したものであるが、第 4号住居址は縄文時代中期に属するもので、この土器 (15)

が伴 うとは到底考えられない。一方、この土器 (15)を 出土 した柱穴は、第 4号住居址内での柱穴

配置や掘 り込み等から、第 4号住居址に付随するものとみて間違いはなさそうである。このため整

理の段階でこの土器 (15)の取扱いについて困惑 したが、結局、本址 (第 7号住居址)の床面精査

で検出できなかったピットがありその底部が偶然にもこの土器を出土 した第 4号住居址の柱穴に重

なっていたのであろうと解釈 して本址出土品とした訳である。16は小形甕で、器肉が薄 く、日縁部

が内湾気味に大きく外開 し、最大径が回縁端部にある器形をとる。胴部外面及び口縁部内面にカキ

目をもち、底部外面に回転糸切 り痕を残 している。17018は灰釉陶器の皿である317は 直線的に外

開する体部の内面に段を有 し、底部外面に回転ヘラケズリを施す。18は 内湾気味に外開する体部を

もち、底部外面に回転糸切 り痕を有する。19～22は灰釉陶器の椀である。いづれも回径に対 して器

高の大きい深めの器形になる。19に は大きな輪花がつく。本址出土の灰釉陶器はいづれ も胎土が淡

灰白色か ら淡青灰色を呈 し、釉は17のみ釉の濃い部分が淡緑を発色 している他は白色透明なもので

ある。

‐以上、本址出土土器群は、供膳形態の須恵器を全く伴わないこと、深めの灰釉陶器の椀が伴出す

ること、足高高台の不があること等か らみて、平安時代後半も後葉の所産と考え られる。

10 B10号 住居址  (第 50～ 53図 )

遺構 本址は表土下 2m近 くの深部に所在する縄文中期後葉に属する竪穴式住居址である。深い

黒褐色土層中に存じ口=ム層はその下部に存 し、かつては奈良井川河川の二次的浸食作用を受けてい

る。東南部は包含層が厚 く十分な拡張はできなかったが南北径 5.20mの 隅丸楕円形をなすものと考え

られる。壁は外にえぐりを持ち、壁高は一様ではなく西壁で34`7、 北斜面に沿 ってゆるく下がり北

壁では15翻 を計る。床は花商岩の板状節理の厚い大きな自然石を利用 した大形方形の石囲炉を中心

として堅いたたきで概 して凹凸はす くなくなく、復元可能な縄文中期後葉に属する土器片が比較的
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多く散乱 していた。炉址は大きく深 く焼灰が詰まりその中には木炭片 0小骨片が混在 し周囲の炉石

も焼けて赤変脆弱化が見 られた。西北隅の大形炉端石の背後に接 してコの字形に砂岩自然石が床面

に伏せて配置されていたが、作業台的な目的でもあったのだろうか。柱穴は六個検出されている。

穴深は30～40σ″で柱の配置関係については即断は出来ぬが南側深40"の穴は、貯蔵的な意味を持 っ

ていそうである。

土器 本址の覆土中及び床面上か ら多量に出土 した。覆土中からのものは小破片が多 く、また覆

土上層は僅かに撹乱をうけており須恵器 。中世陶器類の混入があった。床面上からのものは一括品

が多く、本址に附随する 2個の埋甕とともに遺存状態も良好である。図示 した土器は 1～ 17が縄文
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B10号住居址出土土器 (2)

式土器、18～20が須恵器 。中世陶器 。灰釉陶器で、縄文式土器は 103が埋甕であった他は皆、床

面上出土である。

1～ 6は器形に大小はあるものの、器形 。文様か らみて同一系統の土器群として捉えられる。 4

単位の波状□縁、日縁部のやや下部にある最大径、 1段乃至 2段の回縁部横位文様帯、日縁の波状

突起下方から底部近 くまで垂下される 4単位の腕骨文状隆帯とその中位左方か ら派生する右巻きの

唐 草 文 等 、共通 した器形 。文様の特徴をもっている。相違として、器形では 103が 口縁部横位

文様帯をまたぐ把手を一対持つのに対 して、 204は 日縁波状突起の上に更に大きな突起を一対持

ち、地文も 1・ 3が綾杉状沈線なのに対 し、 2・ 4・ 506は単なる沈線の並列であることが挙げ

られる。 しか し、これら 1～ 6は所謂、唐草文系土器に属するものとして一括 して捉えて良いであ

ろう。 7・ 8も 基本的には 1～ 6と 同種の系統に含まれるものであろうが、 7は胴部に唐草文がな

く、綾杉状沈線を充填するのみである。 9は 胴部にごく僅かな膨らみをもつだけで直線的に外傾 し

て回縁端部に至る器形に、櫛状の施文具で比較的短い直線や弧線を描いている。10は 頸部がくびれ

る小形土器の胴部破片で、RL縄文を地文とした上に、波状沈線及び直線を垂下させている。11は

耳状把手が一対つき、日径に比 して器高が小さく口縁部が大きく外開する器形を呈す もので、耳状

把手に平行する様に胴部中位に簡単な横位の区画文様帯をもつ。12～ 14は 、回縁部に最大径があり

頸部がくびれ、胴部中位が僅かに張る器形で、日縁部に渦巻状の文様を主体とする横位の文様帯を
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もち、そこか ら胴部へ垂線をおろしてその垂線間を縄文や沈線で埋めるものである。 12の胴部へ垂

下される隆帯は 5単位。 13は 2本一組の沈線が、間隔はやや不規則ながら11組垂下される。地文に

粗いLR縄文をもつ。14は、垂下する沈線は 4単位 と推定されるが、それ らの間に波状懸垂を 1ケ

づつ配 し、地文に粗い縄文が施されている。 15～17は底部とその付近で、皆、文様帯をはずれてお

り、無文である。以上 1～ 17の 縄 文土器 は器形 と文様の特徴からみると唐草文系とともに曽利系

加曽利E系 の各要素が見出せるが、所産時期は一括 して縄文時代中期後葉、曽利Ⅲ式併行 として捉

えられるであろう。

18～20は 覆土上層の撹乱をうけている部分から出土 したもので、18は須恵器蓋、19は 中世陶器の

椀、20は灰釉陶器質の壺になると思われるものである。これらは縄文時代より後世の混入であり、

本址 とは関連がない。

11.石  器

磨製石斧

(計浪1値 は別表参照)(第 54～63図 )

87.定角式磨製石斧で灰色 に淡青色を混ぜた渋味ある色調で一個の礫を丹念に磨き上 げ、断面矩

形、巾広な蛤刃は両面より縦に細かい擦痕刃先に向かって併行線状に残存 している。先端には刃 こぼ

れが何個所にも見 られる。 しか しその刃こばれを研ぎ直 して修正 したと見られる研磨痕が一、二見

られる。二次調整痕は当初の面 とは異なる研ぎ出し面 となっている。割裁用の完形品である。

88。 縄文期を通 じて最 も完成 した形態の割哉斧 と言われる定角式で堅 く斑紋の美しい蛇紋岩の全

面を断面矩形に磨き上げ広巾の蛤刃を有する長方扁平であるが、最先端の蛤刃が巾 5御 、長さ2働

程欠損 し衝撃による亀裂痕をとどめている。縄文後期の初頭より出現する第 3型石斧 と言われる太

型蛤刃石斧に先行する中期後半に位置ずけられるものであろう。

89。 頭部狭 く末広がりの笏状を呈する定角式で灰黄色の地肌 に縦状に暗緑色 と鉄錆色 の斑紋のあ

る全面研磨の蛇紋岩製である。

原石の凹凸多 く且つ湾曲した歪みを修正整形につとめた結果は伺えるが、総 じて見事な定角には

なっていない。蛤刃先端には刃こばれと縦に併行する擦痕が何条にもなって残 っている。

90。 左右均衡のとれた小形定角式である。暗灰色の確岩製で質は堅 く頭部全面に打裂 によると見

られる欠損面が傾斜面をなして残 っている。蛤刃先端面には擦痕が毛細線状 となって幾条 も縦に併

走 し微小な刃 こばれが残っている。刃部両面には二次的研磨を受けた形跡が見 られる。

91.全面美麗なクリーム色を呈 し黒色の糸状斑紋が地肌に染まる緻密な凝灰岩を扁平狭長に研磨

しており、その形は海岸の泥中に生息するマテ員に酷似 し、両倶1面 には角付の面取が してある。丸

味を帯びた頭部には敲打痕あり、蛤刃の先端には使用中に生 じたと判断できる剥離痕と隅の小部分

は折 り取 られたと見 られる欠損あり、二次調製痕 らしきものは見当らない。
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92.本址中では最大、最重量の青磁色の地肌に暗緑色と黒褐色の斑紋混交する見事な堅い閃緑岩

を用い断面矩形。巾広部厚な蛤刃を持 った長方形扁平の全面研磨の美 しさを尽 した定角式石斧であ

る。惜 しいことに刃部全体が完全に折損 している。

日本全土に分布する縄文期上最 も円熟 した形態の割哉斧と称されるもの 代ゝ表例である。・頭部に

は丸味を有する稜角がつけられているが若干の掏裂痕あり、ザラついて平滑ではない。

石鏃

93。 鉄石英製無柄小形で片面を丹念に精緻な剥離を施 し精巧に仕上げてある。

94.黒曜石製無柄。扁平な原石を細緻入念な片面剥離による典形的な二等辺三角形に仕上げてあ

る。

95。 無色透明ガラスの如き黒曜石製、無柄石鏃で両面剥離による調整。

96。 黒曜石製、透明で肉厚、ハ ート形、丹念な両面剥離痕の連続により調整線は優美である。B3

号住居址出±。

97.白 色透明の黒曜石製、無柄、両側の刃部は鋸歯状に微細な剥離が表裏より刻 されている。B5

号住居址 より出±。

98.黒曜石製無柄、歪みを伴なった粗雑な仕上 げでわたくり片方欠失。

99。 透明度の良い黒曜石製、無柄形の仕上げで尖頭部 と片方のわたくり欠失。上下共全面微細な

剥離で調整 している。

100.頁岩製完成品である。先端は鋭 く後部の雁又の切込は浅 く刃は片面剥離で調整を受けてい

る。B3号住居址より出±。

101.チ ャート製。尖頭部及びわたくりの一方欠損、刃部は上下両面剥離である。総 じて両面剥

離を受けてい る鏃は中高で部厚である。

102.黒曜石製で尖頭部欠損、後部雁又の切込は極めて浅 く括れ,概観は二等辺三角形状をなす。

B10号住居址床面より出±。

103.爪形石器 (母指形石器)と するか、母指形鏃かと迷 ったが、左右対称に両側面に細かい剥

離痕が連なり、後部は雁又形式はとらぬがやや外に中央で突出 している点等より石鏃に入れた。

作 りは粗である。

石錐

104.黒曜石製、錐の部分は使用頻度多 く磨耗短化 して先は丸 く鈍化している。B10号住居址出±。

105.黒曜石製錐は摘み部直下より折れてなし。おそらく使用中に折れてしまったのであろう。

106.黒曜石製、錐は何度もの使用のため、先端は鈍化 し丸 く退化。磨耗度は顕著である。 B lo

号住居址出±。

107.黒曜石製で非常に精巧に造 られ、摘み部分はなく針の如き形をしている。 この手のものは
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穂高町離山遺跡の中期後半の土器 に伴なって出ている。針と同 じ如 く穿孔 と言うよりは縫い合わせ

るような用途があったのではなかろうか。

108.黒曜石を縦に六角形の柱状に剥離 して頭部の摘みを鈍い円錐状にまとめてある。錐の部分

は折切れて失われている。

109.黒曜石製、巾広の摘み部分から錐に移行する辺で折損 している。 B5号 住居址出±。

110。 棒状をなす水成岩の自然石を利用 し、錐先となる尖端を二方向か ら磨削して鋭角 としてい

.る 。鉛筆の先を二方向か ら削 って芯を出 したような形を想像 して貰い度い。 B6号住居址出±。

石小刀  (横刃形石器 )

111.黒曜石を打欠いて長い台形の一辺の稜角のみに片面剥離を施 して刃付を行 った もので、刃

の反対面即ち他の併行線面に柄を挿入 して使用 したらしい。

112.黒 曜石製。横長の剥片の片面の薄 くなっている角に微細な剥離を連続 させて小刀に仕上げ

ている。

石匙

113.黒曜石製、剥片加工の亀の子状をした本体である。亀の頭形の摘みを除いては両側から先端

にかけて表裏両面より剥離調整をして刃付を行っている。本址出土の石匙中最 も精緻入念な仕上げ

で最高の芸術作品である。

114.硬砂岩の本体を打欠いた表皮部分を調整 し仕上げた粗製だが実用的作品。B6号住居址出±。

115。 硬砂岩の剥片に片面より剥離加工 して刃をつけてある。大まかに剥離された原石の鋭い側

縁を最大限に活用して刃付を行ない、摘み部分にだけ力点を置いて加工 している。 B2号住居址。

116.硬砂岩の薄い剥片に粗末な片面剥離痕をつけて横刃形 に仕上げ、摘みらしきものはなし。風

化作用を受けてざらさらして肌はあれている。

117.硬砂岩の剥片を利用 した横刃形の粗成品である。刃は鋸刃状 にあらく付され、磨耗 して居

る。

118,板状の泥質凝灰岩下部に両面より擦削による片刃をつけている。打斧の頭部を再加工 して

石匙 としたとも思える。 B3号住居址。

119.泥質凝灰岩の剥片を打欠いて上部中央に摘みを設け下部に横刃をつけている。刃付は鋭角

で調整良好。
‐

120。 緑泥片岩製。石目に沿って剥離調整 し縦長の上部に母指大の摘みをつけ、胴部との堺の括

れは深い。全体形はスプーン状。

121.縦長板状に景1離 した砂岩片の上部を敲打により括れをつくって摘みとし、下端刃部はほぼ水

平に作られている。

122.硬砂岩の個体を縦に通る石目を目標に両面剥離による平面を作り、左右に生じた側縁の鋭
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い端を刃 として小剥離痕の連続線で調整仕上。摘みは両側より括れ痕によって整えられている。

123.両面景1離 を受けた縦長の頁岩の両側を小景1離 して両刃仕立 とし頸部を括 って摘みを作 って

いる。

124.泥質凝灰岩の剥片を整え小刀状に刃を付 している。先端刃部 2硼横に欠けているのは使用

のために出来たものであろう。B3号住居址より。

125。 長刀状の板状砂岩の縁に表裏両面より刃付を行ない、曲線を描いた刃部を仕上 げている。

Bヽ7号住居址出±。

126.泥質凝灰岩を表裏両面より小剥離による刃付を行ない、均整の取れた匙形に仕上 げている。

B8号住居址出±。

127.頁岩を強打 して両面剥離 し、両側縁に表裏両面より刃付を行 って鋭利な両刃に仕上げてい

る。

128.頁 岩製、縦形で両面に刃付が行われ、匙形仕上げである。 B3号住居址出±。

砥石

129。 砂岩製、砥石の断片。一面に平滑な砥磨痕が存する。

130。 長方形 の硬砂岩の自然石を砥 とし一面と片方の側面の 2個所に砥磨痕が残 る。

131.長方形に整った硬砂岩製。片面には右肩から左下に斜状の擦痕が流れる如 くつ いている。

反面は平滑ではあるが磨耗はないから自然面である。片側面には上下から擦切 った跡の如き喰いち

がいの刻線がケロイ ドの如 く中央部を一本縦に貫いている。擦切ったものであろうか、B10号住居

址出±。

132。 一見硯の如 き形の粘板岩の最 も平坦部を砥磨 してや 凹ゝ面としている。据え置 いて研磨に

使用されたものであろう。石皿に似ているが凹所が浅すぎるから砥石とした。遺構外出土品である。

石棒

133.花商岩製、楕円形の胴部は輪切状に切断 されている。胴体面は入念に研磨され、その面に

縦に一本巾 1硼程の灰白色結晶状の棒縞が貫いている。

敲石  (石槌 )

134.135.共 に長扁平な硬質砂岩。扁平面の両倶1下 体部より先端にかけて敲痕が連なる。上部細

身部分を握 りとして打突、圧潰などに用いたと考えられる。尚丸味を帯 びた自然礫と区別 して武器

説を唱える説 もあり、併記 して置 く。

磨石

136.乳棒状の粗粒子を含む軟質砂岩、上下両極端に敲打痕あり、敲石と兼用形であるが今回は

全て摩擦痕の存するものは磨石として扱 った。乳棒状下部先頭の一部に擦削の為平滑磨耗部あり。

137.風化の進んだ軟質砂岩、鶏卵形で表裏両面に研磨痕あり、B10号住居址出±。
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138。 硬砂岩鶏卵状球体の全面に磨耗痕あり、平滑化 している。

139.泥質凝灰岩、球状の自然石面に径 3.07硼程の擦削面が一つ、平滑面として残 っている。

140.球体の軟質砂岩、全面一様に磨耗痕が残されている。

141.球体の泥質凝灰岩を満遍なく研磨 しているが一部磨削を強 く受 け局部的平滑面がつ、くられ

ている。Bl号住居址出± 。

142.球形の泥質凝灰岩、全面摩擦痕でおおわれている。

・ 143.鶏卵状軟質砂岩、全面摩擦されているが火に罹 り赤褐色化 して表面に火熱で剥落 した部位、

数ケ所あり。

144.鶏卵状硬砂岩の自然石、全面磨耗 し赤褐色の石の縞が糸状に石面に這 うが如 くうねりを帯

びてめぐらされている。

145.球状小形安山岩の自然石全面に磨耗痕あり。B3号住居址出土。

146.楕円状の安山岩、全面均等な磨耗痕で包まれている。

凹石

敲石・磨石等の機能を兼ねたものも凹石として扱った。

147.化粧石鹸状の水成岩上面の中央に敲打の集中化による凹孔をつ くり、裏面には鈷で切込ん

だ如き狭長鋭利な傷状痕数個所あり、敲石兼用が窺える。

148.軟質粒子粗な安山岩、 ドウナツ形を呈 し、上下ほぼ中央にいくつかの回転穿孔面が集中し

重 り合 って大きめな漏斗状凹孔となっている。

149.砂岩を使用、形 は長い楕円をなし各所に敲打痕の散見される石材で中央部分で折れている。

凹孔は上下両面に各 2孔 あり、集中敲打によるものである。

150.粗粒子の安山岩で石鹸形上下面に各 1孔を有 し、他面は全て砥磨されて平準化 している。

肌は粗粒子の為ざらざらしている。

151.扁平軟質安山岩で肌は荒い。上下面各 2個所に比較的深味のある回転穿孔が見 られる。

152.全体形は定角式石斧の頭部に似ている。軟質安山岩を長方形に砥磨 したもので胴体部で横

に切断されている。一面に 1孔を穿 っている。

153.卵形球体の泥質凝灰岩の両面に凹孔の浅いものをいくつか留め、長軸先端部の一ケ所に打

裂痕あり、敲石としても時に使われている。全面磨耗 して平滑である。

154.円形近似の楕円をなし両面の中央に回転穿孔による低平な凹穴を有 している。特に片面は

蜂巣状小孔の集合で形成されている。

155。 一部大きく打砕かれているが椀を上下に二つ合わせた如き形で上下面に微小孔を各 1孔ず

つ有 し、片面に強度な削消痕が広がっている。

156.扁平楕円の硬砂岩の中央より両面に浅孔各一個所あり。全体面は平滑で人工磨耗によるも
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のか自然面か不明。

157.楕円形の安山岩の上下面に敲打による微細な孔痕各 1子Lずつ認められる。

158.泥質凝灰岩。楕円状で一面に扁平な摩擦痕を有 し上下両面に回転穿孔による凹各 2穴あり。

B3号住居址出土。

159.扁平楕円状の砂岩、上下面各 2孔 は敲打痕によるもの。片面の一隅に摩擦痕 あり。

160.凝灰岩の自然石の片面中央部に回転穿孔 3ケ所、それを中心とした平面部は磨石 として使

われ平滑に磨かれている。裏面に凹孔二つ並んでいる。いずれも回転によるもの。

161.楕円形の軟質安山岩の上下面に各 2孔。何れも回転穿子Lで あるが凹みは石質が軟質のため

深 くなっている。片面は磨かれている。

162.粗 な粒子を混 じた軟質安山岩で石鹸形である。回転穿子Lは狭 く且つ深い扶 りになって上下

両面から喰込んでいる。B3号住居址より発見。

163.狭 長扁平な水成岩の一面に敲打痕による二孔がつ くられている。石槌を兼ねているとも思

える特質は発見できなか った。B3号住居址出土。

164。 長楕円形の水成岩で上下各面に打痕による凹孔一子Lあ り。

165。 硬砂岩、全面きめ細か く整 っている。形は扁平な楕円をなす。表面は人工的磨耗によるも

のか自然磨滅による転石か半1別困難。上下両面に数個の敲打による痕が集中して複雑な穴 となって

いる。

166.泥質凝灰岩で不整扁平な球をなし、表面の自然の嚢を生かして回転穿孔が行なわれている。

二つの穴が片面にのみ残る。

打製石斧  (大形 )

167.硬砂岩の個体の両面を大きく剥ぎ取って両側縁は小剥離で加工 して形を整えている。胴体

中央で折れ、刃は磨滅 し丸 く鈍化 している。

168。 一部分表皮を残す硬砂岩の剥片を利用 して仕上げている。上半部は欠損 し、刃部は剥離の

折生 じた薄い鋭利な破片部分を利用 している。

169。 鉄錆色 をした硬砂岩の剥片を加工している。堅緻な石質で鉄分を含有 してい るのか重量の

ある上に先端 に擦消状痕 があるが鋭利である。 B8号住居址出±。

170。 泥質凝灰岩製。上半部分欠損、刃部には縦縞状の削痕が不規則に若干数え られる。

171.肉厚な凝灰岩の核となる石を両面より剥離 して形を整えている。刃部は丸 くなり鈍 くなり、

胴部から上 は切除されている。 B8号住居址出土。

172.硬砂岩を荒 らく大き目に打欠いて亀甲形に仕上げ 710′ もの重量がある。刃は全体に磨耗

している。B8号住居址出土。総 じて大形打斧 には完形品はす くないと言われるが、それだけ激 しい

作業に使われた事を示すのであろう。
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打製石斧 (短冊形 )

173.174.175。 176。 何れも泥質凝灰岩製で、それぞれ表皮を残す剥 片を利用 して いる。刃部

はいずれも磨耗 し、角は丸味を帯びている。

174.は先端及 び側縁は横刃になっている。石匙的効用 もあったものだろう。

177.178。 二個共泥質凝灰岩製。先端靴ベ ラ状をなし、使用のため磨滅肥厚化が進み刃は鈍 くな

っている。二斧共 自然の転石を加工 したものである。

179.粘板岩の節理を利用 して加工を した細身仕上で胴部は括れ気味である。刃は鋭利である。

180。 安山岩の剥離片を調整 した狭長な胴部中央部に磨耗痕が残 っている。着柄か手擦れの痕跡

を示すものであろう。B4号住居址出±。

181.凝灰岩製で棒状自然石に加工 している。頭部は破砕 し先端刃部は割 り裂かれて居 り他の打

斧共通の損耗痕 とは変わっている。細身真直な形か ら特別な用途に使われたものか。

182.安山岩製。打欠き加工が浅 く部厚で鋭利 さに欠ける。刃部は槌の頭のように丸 くなってい

る。

183.凝灰岩製、上半部切除。胴部に表皮を留め、その面に敲打痕がある。時には敲石的にも使

用されたものであろう。

184.凝灰岩製で胴部に擦痕がある。刃は鈍 く丸味を帯び磨耗 している。

185。 凝灰岩製。先端刃部は片切になりその面は擦痕になっている。

186.硬砂岩の剥片を加工、片面は自然面で刃部は切砕を受けているが、使用中に生 じたもので

あろう。

187.安山岩製、全面風化が進み稜角は脆弱化 している。

188.189.190。 三個共に凝灰岩製、胴部中央や 括ゝれ、 188.189。 には帯状に磨耗痕がめぐり

刃部は摩擦で丸 くなっている。

191。 安山岩製で胴部は肉厚、刃部は両面に擦痕が付着 している。頭部にも擦痕が見 られる。

192.193.194。 三個共に泥質凝灰岩製、小形で軽量、刃部は靴ベラの先端の如 く丸味を帯び中央

部が尖っている。何れも磨耗 している。

195。 196.二個共に安山岩製。胴部と先端に磨耗痕が残 っている。

197.198.二個共に凝灰岩製で刃部は両面に縦に擦痕が残 り、鈍い丸味を帯びている。

199。 安山岩製。個体を加工 して仕上げている。上部切損、刃 こばれがあり、刃は磨耗 し■ るヽ。

200.砂岩製、風化が進み赤褐色を呈 し全体丸味を帯び脆弱である。

201.硬砂岩製、川原石の如き長楕円形の石を母岩として両面より剥がして整形、削痕 らしきも

のなし。B3号住居址出土。

202.安 山岩。剥離片を加工細身で比較的軽 くつ くられている。
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203.204.共 に安山岩製。剥離片を利用、何れ も刃部は鋭利である。擦痕は見 られない。

205。 206.共に凝灰岩製。側縁の剥離は大きく剥いでいるが形は整 っている。

2o7.凝灰岩製。先端刃部が斜になっているのは再調整の為欠損部を修正 した為 らしい。

打製石斧  (擁形 )

208.硬砂岩を用い剥片石斧である。両側縁は強打痕を受けた放射状裂痕によって調整 されてい

る。

209.凝灰岩の剥片を末広がりに加工 し、刃部先端に縦に併列する削痕がある。

210。 扁平な砂岩の母岩を左右両面より粗大に剥 いでいる。頭部破砕は作成時の打撃によるもの

であろう。下体部から刃の先端に向かって広範囲な擦痕がある。

211.凝灰岩製、自然面が片面にあり、胴体中央部分から下方にかけて末広がりに刃がつけられ

刃は自然面縁の片面剥離で仕上げられている。擦痕は一隅のみに残 っている。

212.凝灰岩製、剥片加工であるが、両側縁に敲打痕がある。仕上調整のための敲打か、敲石と

して兼用されたものか判断に迷う。

213.安 山岩で片面 に表皮 を残 し、刃部先端大きく破砕されている。この破砕は二次的作用を

受けたものであろう。

214.硬砂岩の剥片調整。薄手鋭利、刃部は剥片時に生 じたま のゝ石刃。磨耗痕はない。

215。 緻密で堅い凝灰岩の薄手の剥片を利用。頭部は欠損 し刃部は挫けており、磨耗痕はない。

216.安 山岩製、先端は全般的に磨耗鈍化 している。

217.硬砂岩製、頸部を狭め胴を左右に張 らせ刃部尖頭に使用痕の擦れあとが残 る。

218.硬砂岩製、胴部に巾 1働 の磨耗痕が横に連 らなり、稜角部は鈍化 している。刃部は丸味を

帯びるが擦痕 らしきものなし。

219。 220.両斧とも小形で凝灰岩製で剥片加工である。

221.222.両斧ともに自然面を残す剥片加工製 、刃部中央先端は尖 らせてある。

223.剥離 した凝灰岩を薄手に仕上げている。中央刃部尖頭は使用痕顕著である6

224.頭部を細めた安山岩を粗大な剥離で仕上げ巾広の刃部の隅に縦状の削痕がある。

225.凝灰岩を剥いで小形薄手仕上げで先端の刃は片刃仕上げである。

226.227.228.229.は共に剥離された泥質凝灰岩仕立で何れも刃部に縦に擦痕が残 されている。

何れも軽量 100′ 以下の小形である。

230.231.共 に表皮を残す凝灰岩の剥片を加工 したもので側縁は敲打痕を加えその次に剥離作

業が行われたと見える。二次工作面が仕上面となっている。先端刃部縦状擦痕 が残 る。231は斜

状擦痕が広範に見 られる。使用痕か否か不明、使用痕 とは異 った擦痕の感がする。

232.粘板岩の自然面片を節理にしたがって加工調整 している。側辺は割哉 と打撃によるバルブ
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(打瘤)を残 す加工を採 ってい る。左右側縁のちがいはそれを示すものであろう。刃部縦の擦痕

あり。

233.凝灰岩の表皮片を荒い剥離を加えて仕上 げている。胴部以下長い擦痕が片面 にのみ見 られ

る。穴掘専用的な道具 として使われたものであろうか。B6号住居址出±。

234.‐ 硬砂岩 の 自然面を残す剥 片を大きく打ち欠いて仕上げ、小剥離痕は使用されていない。刃

部は槍先の如 く尖 り磨耗丸味をなしている。B3号住居址発見。

235。 粘板の母岩を加工、打裂による線が放射状に走 っている。刃は表裏両面剥離によって造 ら

れている。B3号住居址出±。

236.237 軽量小形で泥質凝灰岩の剥片を加工 している。片面に、両方とも自然面を残 し刃付は片

面剥離痕によっている。刃部位置は切出ナイフ形になっている。比較的鋭利である。

238.泥質凝灰岩の表皮を残す剥片を仕上げている。下端刃部は斜行 と横走する擦痕が入りくん

でついている。

239.剥離された自然面を残す安 山岩製 。刃部は切出ナイフ形に斜につ けられ、磨耗 し丸味を

帯びている。

240。 安山岩の自然面を有する剥片製。刃は片面剥離痕によってつけられ、縦に細線状の摩擦痕

, が見られる。

241.泥質凝灰岩、胴部より切損 して上部なし、先端刃部風化と使用痕の作用を受け丸味を帯び

ている。

242.粘板岩製、整形は板状節理を利用 している。刃部は磨滅 してな くなりその名ごりは巾広の

丸味となっている。

243.砂岩 の剥離片仕上げで自然面をのこす。刃は鋭いが刃 こばれがある。

粗製石器 (図版21-1、 左上より1～ 27、 図版21-2左上より28～55)

此処に55個 の石器を一括 して粗製石器として扱った。総 じて形体は不整且つ刃部も偏 ったりして

いるが人工的加工、調整面があり、石器 としての機能を保持 していて使用に耐え得 るもの又はその

機能を失ない廃棄或は放棄されてしまったと思われるもの等の総称として便宜的に名づけた。

これらの石器類の石質は凝灰岩を主とし、砂岩、安山岩、粘板岩、水成岩等である。石材利用の

仕方は殆んど剥片を加工調整 したものである。石核利用の石材は全 く見当 らない。以上列挙 した粗

製石器本来の祖形は石斧・石匙作製にあったと考えられる。その他派生的なものも多少含まれる。

しかし出来上 ったものは製作者の意図とは反 し、外形上、機能上か らも何処かに欠陥がつきまとっ

ている。即ち初期の意図通 りの作品が完成不能であった所に粗製石器は生れたと考えられる。

石斧に仕上途中で中絶させた未完成品、完成品であるが使用中破砕等を受け廃品となり放棄 され

たもの10、 37、 42、 49、 54、 55。

-106-



252

第 63図   B地 区出土石器 C0
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第 1表 地 点 別 出 土 石 器 一 覧 表

地 1  出   1磨 1石 1石 1石 1石 1砥 1石 1敲 1磨

亮  1看 1 111小
区 1  点   1斧 1鏃 1錐 1匙 1刀 1石 1棒 1石 1石

1号 住 居 址

1号 住 居 址

5号  〃

6号  〃

そ  の  他

遺  構  外

言十    110

打
製
石
斧

石
　
　
皿

菰

　

　

石

凹
　
　
石

黒
曜
石
片

粗
製
石
器
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第 2表     出土 石 器 一 覧 表   (単 位 鍬と′) (A 地 区 )

NQ 遺 構 名 種 男J 最大長 最大巾 最大厚 1重 量 石 質 備  考

Al住 址 磨製石斧 14.4 2.4 350.0 水 成 岩 定角式

〃19--12 3.0 10.0 泥質凝灰岩

〃19-10 6.0 110.0 蛇 紋 岩 上部欠損

4 〃11-3 石 鏃 2.0 0.3 黒 曜 石

-3 0.4

6-12 上部欠損

〃8-10 石 錐 チ ャ ー ト
|

8 〃15-10 2.4 0.8 0.4 0.4 黒 曜 石
|

〃 2=23 大形打製石斧 19.0 8.4 470.0 泥質凝灰岩

19--12 14.0 8.6 2.8 550。 0 硬 砂 岩 上部欠損

″10-25 13.0 7.5 4.1 600.0 下体切損

〃13-14 9.8 ０
０ 4.4 400.0 上半欠失

〃 1住址 14.8 7.7 380.0 胴体両面括

14 〃6-1 14.7 8.0 400.0

716--10 16.2 8.0 300.0 泥質凝灰岩

〃8-3 13.6 310.0 硬 砂 岩

〃1住址 11.5 7.4 240.0 凝 灰 岩 上部切損

18 〃表 採 12.9 180.0

〃8-2 5。 8 130.0 硬 砂 岩 月「幕部からクせ員

20 〃3-14 14.0 6.0 260.0 粘 板 岩

〃19-12 12.6 240.0 凝 灰 岩

22 〃 1-1 11.6 7.4 1.4 250。 0 硬 砂 岩 上部欠損

23 〃18-13 11.5 270.0 凝 灰 岩

24 〃10-16 打製石斧(短冊 ) 12.4 3.4 110.0

〃20-44 10.4 4.4 100。 0 上部欠損

26 〃 1-6 10.5 80.0

27 〃 5-2 10.8 4.3 100.0 硬 砂 岩

28 〃13--14 4.2 80.0 凝 灰 岩

′18‐-12 11.5 4.2 100.0

30 1-11 11.0 4.4 150.0 粘 板 岩

″13-14 11.7 0。 7 70.0 凝 灰 岩

719-10 12.2 200。 0

33 〃 1-11 4.9 140.0 安 山 岩

34 〃 3-4 打製石斧(擁形) 4.3 80.0 粘 板 岩
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(A 地 区 )

NQ 遺 構 名 種 月J 最大長 最大巾 最大厚 重 量 石 質 備 考

A表 採 打製石斧(攪形 ) 9。 7 5.5 0.4 60。 0 硬 質 砂 岩

〃 8 -40 10。 7 4.0 0。 7 80.0 水 成 岩

〃31-6 10. 0 6.3 180.o 凝 灰 岩

〃3-14 10. 0 5.5 0.8 90.0

11-10 12. 8 5。 7 110.0 硬 砂 岩

40 〃22-16 10. 5 4.7 100.0 凝 灰 岩

41 〃25-15 10. 8 4。 2 90.0

42 〃15--10 11.2 3.4 80.0 粘 板 岩

43 〃22-16 粗製石斧 13. 4 4。 1 70,0 凝 灰 岩

44 719‐-12 14.8 6.2 1.9 360.0 硬 砂 岩

45 1-14 14.3 6.6 2.0 320.0 凝 灰 岩

46 8-3 12. 5 4.8 200.0

47 1住址 11.7 6.5 140。 0 頭部欠損

48 〃21--6 8.8 4.3 80。 0 砂 山石

49 〃 1-14 11.5 180.0 凝 灰 岩

10--25 9。 2 7.2 150.0 頭部欠損

〃3-4 6.0 4.4 60。 0

52 〃18-13 9.0 5。 4 100.0 粘 板 岩

〃12-14 13. 0 4.4 150.0 砂 山石

54 〃16-16 12. 0 5。 7 1.8 200。 0 凝 灰 岩

55 〃13-14 12. 0 6.3 0.5 100.0

56 13-14 11.4 5.5 0.9 120.0

遺 構 外 9。 2 5。 9 2.o 130。 0 粘 板 岩 下体部欠損

A12-10 石棒状大形石斧 24.9 6。 7 6.7 1300。 0 凝 灰 岩 糎訴亀り斜
59 〃1住址 石 匙 7.7 9。 0 110。 0 凝 灰 岩

″1住址 6.5 8.6 0.8 115。 0 砂 山石

〃10-21 8.6 11.3 150.0 凝 灰 岩

62 711-16 7.1 9.4 0.5 80.0 粘 板 岩

〃19-10 4.7 9.8 0,9 60。 0 硬 砂 岩

64 4.4 8.0 0.5 50。 0 凝 灰 岩

′11-15 4.7 7.3 0.4 40。 0

〃 1-11 3.0 7.2 0.3 20。 0 泥 板 岩

67 11-15 9.2 4.0 60.0 凝 灰 岩

68 〃1住址 8。 8 4.5 0。 7 40.0
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(A 地 区 )

NQ 遺 構 名 種 男J 最大長 最大巾 最大厚 重  量 石 質 備 考

69 Al住 址 石 匙 7.8 5.8 0.7 60.0 硬 砂 岩

70 10.8 3.9 0.5 4o.0

遺 構 外 磨 石 11.2 8.3 3.4 520.0 花 商 岩

10.3 9。 2 3.5 500.0 砂 山石

73 7.7 6.2 3.6 210。 0 凝 灰 岩

74 A6-2 12.2 7.1 4.1 500。 0

1-11 凹 石 10.0 5。 4 650.0 硬 砂 岩

76 1住址 19.2 9。 1 3.4 950.0

77 14.9 6.2 2.7 360.0

78 〃 1-11 12.5 4.9 2.1 200.0

79 ″3-14 13.0 8.2 4.6 687.0

80 〃17-18 14。 9 7。 4 4.7 735。 0

81 7-11 11.2 8。 0 4.2 555.0

82 〃11-6 11.4 9.0 5。 9 925.0

83 〃19-13 8.7 7.1 2.3 346.0 安 山 岩

84 〃22-13 10.1 7.6 3.0 407.0

遺 構 外 10.6 7。 8 4.2 503.0 凝 灰 岩

A26-11 石 棒 6.6 12.0 9.0 860.0 安 山 岩 上下欠損

(B 地 区 )

B8-48 磨製石斧 10.0 3.5 120.0 蛇 紋 岩 定角式

88 ″10住址 10.6 5.8 1.8 270.0

″ 4住址 7.6 4.0 50.0

90 8-48 5.5 3.2 0.8 10.0 確 山石

〃29-30 8.4 2.2 0。 7 40.0 凝 灰 岩 変色し卵黄色

〃 4住址 12.7 6.5 2.0 400.0 閃 緑 岩 美麗である

″ 1住址 石 鏃 2.1 0.2 0.4 鉄 石 英

94 〃10住址 1.7 0.1 0.3 黒 曜 石

2.6 0.2 0.3

〃 3住址 2.5 0。 3 0.4

〃 5住址 2.2 0.3 0。 3

98 29-1 2.3 0.3 0.4

〃 7 -47 2.2 1.4 0.2 0。 3

100 3住址 2.4 0.2 頁 山石

101 1 ‐-48 2.8 0.2 0.4 チ ャ ー ト
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(B地 区 )

NQ 遺 構 名 種 男J 最大長 最大巾 最大厚 1重 量 1石   質 1備  考

B10住址 石 鏃 1.4 0。 1 0。 3 黒 曜 石

103 〃7住址 2.8 1.8 0。 3 0。 4

104 〃10住址 石 錐 1.4 0.3 0.6

8-45 0.3 0,8 Bl号住

106 〃10住址 3.9 0.2 0,7

1・07 〃20-14 3.4 0.5

108 〃3住址 2.9 0.2 0.3

〃5住址 0.2 0。 5

〃6住址 8.7 0.3 0。 9 水 成 岩

〃33-28 石 小 刀 0.4 2.0 黒 曜 石 壇肩写鋸刃
112 〃24-29 3.7 014 B7号住

|

113 〃 2 -48 石匙 (皮剥) 5。 7 0.6
|

114 〃6住址 6.3 0.9 60。 0 硬 砂 岩
|

〃2住址 6.7 0.5 70.0
|

116 〃11-45 9。 4 20.0 (B9号址 ]

117 〃25-26 6.4 10.8 3510
|

〃16-16 5。 5 4.8 0.8 15.0 泥質凝灰岩
|

〃4住址 0.6 20.0
|

〃33--26 0.8 20.0 緑 泥 片 岩
|

〃9-48 8.9 0.5 40.0 砂 山石
|

122 〃35-18 11.6 5.5 120.0 硬 質 砂 岩
|

〃24-29 8.7 4.2 0。 3 30.0 頁 山石
|

124 B3住址 4.4 0.5 40.0 泥質凝灰岩
|

〃7住址 0.8 30.0
|

〃8住址 9.8 0.8 70,0
|

〃33-22 6.8 0.6 80.0 頁 山石
|

128 〃3住址 10.8 0.8 60.0 頁 山石
|

129 B7住址 砥  石 2.0 80。 0 砂 山石 断片   |
130 〃7住址 10.0 4.4 3.0 280.0 硬 砂 岩

|

10住址 4.8 110.0
|

132 遺 構 外 18。 4 12.7 3.8 1120.0 粘 板 岩 本址最大
|

B8-46 石  棒 14.7 9.3 2150.0 花 商 岩 胴体の断片
|

134 〃28-26 敲 石 18.8 2.7 470.0 硬 砂 岩
|

〃3住址 21.2 3.5 750.0
|
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(B 地 区 )

遺 構 名 種 男J 最大長 最大巾 最大厚 重  量 石 質 備 考

136 B8-42 磨 石 13.6 4。 1 260。 0 軟 質 砂 岩 乳棒状

137 〃10住址 9.8 6.4 5.4 480.0

138 〃19-13 10.5 7.3 5.6 540.0 硬 砂 岩

139 〃28-36 6.2 6.3 5.5 260.0 泥質凝灰岩

140 〃18-46 6.1 7.1 6.0 320.0 軟 質 砂 岩

141 〃 1住址 5.8 5.3 4.8 200.0 泥質凝灰岩

142 〃 0-46 7.4 7.4 6.9 400.0

143 〃32-26 5.3 8.3 5.5 450.0 砂 山石

144 〃28-17 6.7 8.6 4.7 360。 0 硬 砂 岩

145 〃3住址 5。 1 5。 1 2.5 100.0 安 山 岩

146 19-13 7.0 11.0 5。 5 553.0

147 ″18-46 凹 石 同 7.7 11.4 2.5 332.5 水 成 岩

148 〃4住址 7.4 7.8 3.5 300.0 安 山 岩

149 〃28-41 5。 7 8.5 3.5 333.0 硬 砂 岩

150 ″26-21 10.0 12.0 5.0 678.0 安 山 岩

151 〃18-41 8.2 11.6 3.1 473.0

152 〃9-48 7.7 5.2 3.5 231.5

153 〃20-1 6.9 9.4 5.0 418.0 凝 灰 岩

154 〃19-18 7.8 8.8 350。 0 安 山 岩

155 〃32-26 9.7 5.8 805.0

156 〃8住址 9.0 10。 9 4.3 615.0 硬 砂 岩

157 3住址 9.0 4.5 447.0 安 山 岩

158 〃3住址 7.1 10.0 4.6 418.0 泥質凝灰岩

159 6.8 10。 0 4.2 418。 0 砂 山石

160 8.4 11.2 4.3 652.5 凝 灰 岩

161 7.2 9.4 4.3 508.0 安 山 岩

162 8.8 9。 8 4.6 520,0

163 5.0 17.7 2.6 313.2 水 成 岩 牌 硼

164 6.3 15.2 2.5 410.0

165 〃18-46 7.4 10.0 455.5 硬 砂 岩

166 ″4住址 7.6 6.9 261.5 泥質凝灰岩

167 B20-2 大形打製石斧 10.3 10.3 3.6 336。 0 砂 山石 上部欠損

168 〃 1-1 13.0 9.8 2.4 525.0 硬 砂 岩

169 〃8住址 15.5 6.9 2.3 483.0 完  全
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(B 地 区 )

No, 遺 構 名 種 男J 最大長 最大巾 最大厚 重  量 石 質 備  考

遺 構 外 大形打製石斧 5。 9 186.5 泥質凝灰岩 を七分切断

B8住址 10。 2 2.6 429.0 凝 灰 岩 上部欠損

16.6 8.3 710.0 硬 砂 岩

173 Bl-48 打製石斧(短冊 ) 11.6 4.8 86.0 泥質凝灰岩

174 〃3住址 4.9 0.8 44.9

175 〃23-26 10.5 81.5

〃 8 -42 15。 4 126.0

177 〃33-26 14.0 4.6 2.4 186.0

11.1 4.6 140.0

〃20-13 16.2 4.5 193.0 粘 板 岩

180 ″4住址 16.3 127.0 安 山 岩

〃3住址 1217 0。 9 74.5 凝 灰 岩 頭部欠損

182 〃11-16 13.7 6.0 29.6 安 山 岩 上部切断

〃10住址 10.2 5.4 182.0 凝 灰 岩

184 〃26--29 11.2 116.0

185 〃34-26 9。 4 4.5 110.0

186 〃23-20 11.2 5.5 102.0 硬 砂 岩

187 〃23-26 10.3 5.2 100.0 安 山 岩

188 〃9-48 11.7 3.9 89.0 凝 灰 岩

189 〃33-26 10.0 4.2 89.0

〃3住址 3。 4 0.9 29.0

〃10住址 13.0 5。 7 204.5 安 山 岩

192 〃28-41 11.7 4.5 101.0 泥質凝灰岩

193 〃3住址 10.4 4.2 88.0

〃28--21 10.0 4.2 116.0

〃23-20 12.4 81.0 安 山 岩

196 〃26-29 11.1 99.0

197 〃28-16 12.7 4.4 127.0 凝 灰 岩

198 〃5住址 13.0 4.3 143.0

〃5住址 8.6 5.7 104.0 安 山 岩 上半部切断

200 〃25-18 13.5 143.0 砂 山石

〃3住址 12.0 4.0 124.0

13-41 12.1 3.8 139。 0 安 山 岩

/8-40 9.0 0。 8 40。 0
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(B 地 区 )

m 遺 構 名 種 男J 最大長 最大巾 最大厚 重 量 石 質 備  考

B20-14 打製石斧 (短冊 ) 10.0 4.5 134.0 安 山 岩

〃33-26 15.5 123.0 凝 灰 岩

79-48 14.5 2.0 127.0

/3住址 10.6 0.8 50.0

208 〃29-16 打製石斧 (擁形 ) 10.6 4.0 63.5 硬 砂 岩

〃24-30 12.2 5。 2 121.0 凝 灰 岩

〃29--16 11.3 89.7 砂 山石

〃33-26 10。 9 3.8 90.0 凝 灰 岩

〃3住址 12.2 4.4 128.0

〃23-26 12.7 6.8 208.5 安 山 岩

〃5住址 11。 2 116.0 硬 砂 岩

〃3住址 8.4 4.5 46.0 凝 灰 岩 頭部欠損

216 〃20-13 12.3 142.5 安 山 岩

″3住址 14.2 231.0 硬 砂 岩

218 〃20-11 14,7 2.3 381.0

〃25-19 5.5 115_5 凝 灰 岩

〃25-18 93.5

221 〃17-27 11.6 0。 8 81.0 硬 砂 岩

〃20-11 11.3 143.0

〃34-28 10。 7 4.4 69.0 凝 灰 ・岩

224 〃10住址 15。 8 246.0 安 山 岩

〃28-16 11.2 0。 9 82.0 凝 灰 岩

〃10住址 12.0 117.0 泥質凝灰岩

〃5住址 10.1 4.2 75.0

1唯址 10.4 4.6 1.4 92.0

〃3住址 8。 4 4.8 61。 0

11.5 4.9 136.0 凝 灰 岩

〃5住址 10。 1 3.4 69.5

2 -48 11.5 0。 9 105.0

〃6住址 14.8 4。 1 1.4 132.0

234 /3住址 10.6 5.8 0。 9 76.0 硬 砂 岩

10。 2 104.0 粘 板 岩

〃4住址 9.8 74.0 泥質凝灰岩

12.0 70.0
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地 区 )

NQ 遺 構 名 種 月1 最大長 最大巾 最大厚 重  量 石 質 備  考

238 B25-8 打製石斧(揆型 ) 11.3 4.6 101。 0 泥質凝灰岩

239 12.0 5.4 102.0 安 山 岩

240 〃10住址 10.0 3.8 62.0

241 10.3 4.9 137.0 泥質凝灰岩

242 〃3住址 10。 7 2.0 143.0 粘 板 岩

〃23-3 13.1 5。 4 100.0 砂 山石

244 5住 石 皿 20。 1 16.1 12000 安 山 岩 245とセット

245 す り 石 5。 3 838.0 砂 山石 244とセット

246 19-13 石 鏃 0.4 黒 曜 石

247 B10住 石 錐 4.3 4。 8

248 剥片石器

249 7-48 打製石斧 12.5 64.1 硬 砂 岩

20-14 10.6 112.9 粘 板 岩

25-16 10.2 1.4 88.8 砂 山石

25-18 9。 3 77.7

B5住 10。 3 4.8 125。 9 硬 砂 岩

254 B10住 4.4 64.1 砂 山石

横刃形石器 9。 6 5.0 86.1

6-47 磨  石 2.8 221.4 安 山 岩

257 B10住 凹 石 15。 1 5.3 3.4 458.0 砂 山石

258 砥 石 6.2 95.3 粘 板 岩

未完成品、欠陥品を再加工調整 し使用可能 としたもの、例えば打石斧を造ろうとして整形 に失敗、

折損 した石斧等を再調整 して石匙 に代用、即ち目的変更をしたと思われるもの17、 殊に外形石斧に

似た横刃形の石器類 18、 20、 21、 30等 は石斧作成の初期の目的から途中成作変更せざるを得なか っ

たのではあるまいか。 (技術上の問題で )

棒状細身の石器は巾広の原石が成作途中であやまって縦に石目に沿って割れてしまった為、細身

菫状仕上げになったものと思われる。それは縦割れ面には殆んど人目的加工痕が見えない。 6、 50

はそれである。

剥離 し放 しの剥片の自然面の側縁に刃付をしたままの極めて素朴な石器 4、 5、 15、 24等が見 ら

れる。以上の外に成作過程で生 じた屑片か、人工を加味した破砕片か判別不能の石片類は非常に多

く見 られた。

(B
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第 3節  住居址炉址及びカマ ド址

1.Al号 住居址上層炉址

本址はAl号住居址所属のものではなく、それより10"位上層に造 られた別の住居址に属 したまた

ま1号住居址と切 り合っていたものである。本炉址のプランは南北に狭長な長方形の石囲炉である。

一部炉石が欠けているが、近 くにずれて焼石が一個見 られる。全て砂岩の角礫を使用 しているのは

他の炉址 とは変わった点である。南縁の炉石だけが一枚の長方形であるが火熱に耐え得ず二條のひ

び割れが生 じている。火床は小石を敷いてその間に焼土が詰まり全面赤褐色を呈 し縄文中期後葉に

属す土器片が数片落ち込んでいた。本址の住居址プランは1号住居址と重なっていた事と礫層で地盤

が堅緻である為不明確であった。

2.Bl号 住居址炉址

やや不整形な長方形で長楕円形の硬砂岩四個で囲み火床は13翻の凹みで灰 と褐色土と炭の小片で

みちていた。床下はこぶ し大の礫を敷き、その上に粘土を張り、炉石を方形に配 し、外側は粘土で

囲石を押えている。 3個の炉端石は火熱を受けほぼ中央で割れている。

3.B2号 住居址炉址

掘り込みの深い円形の地床炉形式を取りなが ら西側に 2枚の硬砂岩の長い石を配 して炉端石 とし

ている。これらの石は火熱のため小豆色に変色 していた。東側に径 15働内外の硬砂岩の自然石を配

置 して縁を押えている。

構築については、床面に径 140"、 深50"の半球面形の ピットをつ くり、厚さ2～ 3働程の粘土

で全面を塗 り、縁に囲石を置き張り床土と炉粘土で諸石を固定 している。

4.B4号 住居址炉址

全て砂岩の長方形自然石を使用 した不整円形な炉で北側縁石の一枚は赤く焼けてひび割れがあっ

た。炉は浅鉢状をなし、火床は粘土 と礫を混 じたたたきじめが施 してあった。この住居址直上に土

師時代住居址が発見されている。

5.B5号 住居址炉址

ほぼ正方形の本址最大の炉址である。縁石大小合せて 9個の硬砂岩の自然石を用いている。殊に

西側の縁石は長さ 100"余、径20"の長大にして見事なものである。

構築については、炉石の下部と外側は小礫を敷いてあり、火床は粘土張りでこれは上方で床面を

構成する粘土層とつながっている。この炉址の特質は縁石下に基礎を固定する為に現代の玉石を詰

める方式と似た工夫が見 られた。火床は厚い灰層 となり骨粉が混じていた。

6.B6号 住居址石囲炉址
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B7号 住居址 カマ ド址
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4枚の長方形の砂岩をほぼ正方形に置いた炉址である。構築は床面を掘 り込み小礫を混入 した粘

土で固めその上に炉石を据えて、四周を粘土礫で押えてある。火床は扁平な自然石七個を同一平面

上に敷いてあらた。焼化の浸透度はす くなく灰層には黒色土が混入していた。

7.B7号 住居址カマ ド址

方形住居址の東壁の中央より北寄 りに焚口を西に向けて造 られ、その構築方法は東壁に沿って長

方形の自然石 2個を立て角柱としその上に半月形の扁平自然石を桁の如 く渡 して東壁に密着させ上

、縁とし、この石桁の中央下部に約 5側 の煙道が東壁を貫いていた。焚口にも炉端石となる長扁平石

を据えこれを挟んで左右に角柱立石を 2本立て 奥ゝ壁の 2本の角柱 との間は長方形自然石を横積み

として南北両壁の石を組み、その隙間は粘土で目詰をし、外側全体を粘土で塗 り込んで一見土竃の

様相を呈 していた。 火床は径 4～ 5働大の小石を鍋底状に敷き粘土で張 り固めてあり、いわゆる

石組粘土張 りの典型的な竃である。火床内部奥壁際に 2枚重って土師の郎を発見。回転糸切底の粗

雑な量産化の進んだ時代の器である。その他多量の灰中に楢材の木炭が幾片か発見される。カマ ド

の石材は全て硬砂岩の自然石で火熱を受けているものが多かった。 本カマ ド址は土師郎、灰釉邦

等の併存か ら考え11世紀末と見たい。

8。 B8号住居址炉址

縄文中期に属する小形炉である。多量に小礫を含有する固い赤褐色土をわずか掘り下げて火床を

造 り、中に少量の灰がうすい層をなして堆積 していた。炉石 6個のうち 3個 は硬砂岩を使い他は軟

質小豆色の板状節理のある砂岩の石皿の破片を利用してあった。

9.B9号 住居址炉址

石囲炉のプランは不整円形をなし6個の硬砂岩を用いている。火床は粘土張 りであるが基盤は砂

地のため炉全体が南側に斜に沈下 し北高南低の傾斜炉となっていた。

10。 B10号住居址炉址

炉石は此の辺では数少ない板状の花商岩 3枚 と泥質凝灰岩を使用 した縄文中期後葉に属する大形

で深い炉である。火床は粘土張りで焼灰が厚 く堆積 し、炭片、小骨片が相当量混入していた。
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第 4節  土製品及びその他の遺物

1.土製品  (第 66図 1～ 12)

本遺跡よ りは土偶 6個、土製円板 1個、土さじ 1個 、不明土製品 1個が出土 している。尚、遺構

外出土の釣手部及び注目部の破片 1個づつも記すことにする。

(1)土 偶

1は 、胴部破片でやや大型の土偶になるものと思われる。全面を沈線と隆起線及び粘土瘤で施文

している。正面は沈線と粘土瘤を施すが、粘土瘤はほぼ「へそ」の位置にあたる。側面は、両面と

もほぼ同様に、沈線 と交互刺突を施 し、粘土瘤のところで沈線をまとめている。背面は「ハー ト形」

に沈線及び隆起線を施 して「臀部」を表わ している。下側断面に 2ケ の貫通孔を見る。全体に褐色

で、焼きは しっかりしている。B地区二十五―18の黒褐色土層中 (-30働 )よ り出±。現存長 8硼。

2は、板状土偶の胴部破片で、正面の胸から横腹にかけて 2本の沈線をひき、下部へ も 2本の沈

線を施 してある。側面は 2本の沈線のうち 1本が渦をまき、背面も正面と同様に 2本の沈線を施 し

ている。胴部中心より脚根元まで 5× 3篤πの穴が貫通 している。B4号住居址覆土出±。

3は 1の隣のグリッドである二十四～18の 黒褐色土中より出土 したもので 1と 同二個体になるかもし

れないが、断定はできない。首以上を残 し、顔面部及び後頭部に特徴がある。顔面はほぼ円形に表

わ し、「眉」、「鼻」及び「頭髪」を隆起させ、刻目を施 している。「鼻孔」は 2つの刺突にて表

し、「口」は浅い凹みで表わ している。後頭部の「髪」は隆起線を配 し、刻目を施 している。三箇

所の円形凹みは斜め下部へ貫通させている。首部には、垂下する沈線及び交互刺突を施す。全体に

茶灰色を呈 し、焼きはあまり良 くない。胎土に砂を含む。顔面は直径 7御、現存長は、9.5御 を計る。

4は B地区二十六～11出±。右足と腰を残 し、腰部に稜をつけた隆起線を回 し、正面及び背面上方へ

二本づつの同様な隆起線をのぼらせている。足へは腰部隆起線より内側面以外の 3面へ 1本づつ同

様な隆起線を垂下させている。足は内狽1に 曲げてつけているが、写実的な感 じを受けるもの。色調

は茶褐色で焼きしまっている。足の裏は 4御、現存長は約 6.5酬 を計る。

5は、B3号住居址より出土 したものであるが、土偶 といえるかどうか判然としないが一応土偶

としておく。現存長約 5働 を計る。 4箇所を欠 く、正面に粘土瘤と竹管刺突を施 している。色調は

茶褐色で表面はザラザラしている。砂及び小石を含む。

6は、 5と 同様B3号住居址出±。現存長約10硼 、首 。手・ 足を欠き沈線を胴部全体に施 してい

る。両乳房 0腹部 0臀部は隆起させて写実的に表わしている。色調は褐色を呈 し、焼きしまり、砂

を含むものである。
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(2) 土製円板

7は B4号住居址出土で、ほぼ円形を呈 し径 3.5鍬 、厚さ約 1硼 を計る。土器片を打ち欠いて作

ったもので打痕が明瞭である。表面の施文は判然 としない。暗褐色で焼きは良 く、胎土に砂を多量

に含む。

(3) ―Lさ じ

8は 、土さじの破片と思われる。形状は現代のスプーンをやや深めにした、中華用のさじに似て

いるものである。残存部は、 5.5× 3.5× 1.8硼 を計る。色調は茶色で焼きは良好である。類品の

完形品が、波田町の葦原遺跡より出土 している。長野県下でもあまり出土を見ないものである。

表土除土中A地区18-1南 より採集。

(4)不 明土製品

9は、B地区二十～13出上で一見 して骨を思わせるが、理解に苦 しむ棒状の土製品である。把手の

一部とも見られるが断定はできない。残存長 6鍬 で、断面径約 2働 を計る。片方の基部に浅い数条

の沈線を回 している。糸をぐるぐる巻いたようにも見える。全体に火を受けたのか、ボロボロして

いる。色調は暗褐色を呈 し、砂を多量に含む。

(5)釣 手部及び注目部

10は 、釣手部破片で幅 4働厚 さ 1.5勧、中央部はややS、 くらんでいる。中央部の遮、くらみに 3ケ

の小穴をあけ、左右に「⊂」状の巾の広い凹みを表裏両面に施 している。全体に灰褐色を呈 し、焼

きしまっている。B地区表採。

11は注目部破片で、長さ 4硼、径 2御を計る。色調は明褐色で焼きは不良である。B地区表採。

(6) ミニュチュア土器                        
ら

12は高さ 4.5働、底径 2.7働 あまりの筒形の小壺で第10図24の土器内にあったものである。形は

槌を縦にした状態で底上部に二本の沈線がめぐり、回縁にも一本の沈線がめぐる。回縁は直立 して

短 く、内部は人差指一本の大きさである。それはあたかも右利きの者ならば、左手の人差指に粘土

塊をまきつけて作ったように指がぴったりはまる。器壁は厚 く 7 ππである。外面は茶褐色で、一部

に黒色粘土がついている。所産時期は縄文中期後葉の曽利Ⅲ式に併行するものと思われる。

2.鉄鏃  0発 6図 14)

13は 、B地区十六～10の黒褐色土中より出±。現存長 6.5印 を計る。やや大形の鏃でさびが全面に

付着 している。三角有茎鏃で茎径 6Z2角 のものであるが、新 しさを感 じさせる。

3.銅銭  (第 66図 13)

14は、B地区十六～10出土の銅銭である。真書体で表された文字は「紹聖元宝」と判読できた。背
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文はない。尚、「紹聖元宝」は、中国の北宋時代、 1094年の初鋳 とされている。

4。 こもで (菰手)石  (第67図・第 3表 )

第 8ト レンチ第39～40区・深さ50側の砂礫層の上からかたまって発見されたものである。その大

きさは第 3表 に示す通 り長さは14～22働 、巾 4.5働 ～ 7"の もので総数26を数え、その形状は細長

い川原の自然石である。

この様に一定の大きさの形状の類似 したものを集めたのには、それなりの理由によったもので、

これは「改訂綜合日本民俗語彙 0第二巻一昭和45年刊平凡社」によると「 コモデイシー長野県下伊

那郡で、俵や庭などを編むのに用いる。細長い石斧に似た石。 本でも作るが、石が多い (郷土石

号)。  愛知県の山間部でコモデシというのも、長野県小県郡でコモツリイシというのも同じもの」

とある。「こもで石」は、延や俵を編む時「こもであし」又は「こもであみ」と呼ばれる簡単な編

織機であって、この機は両側に一定に切った二叉の本を逆にたてその中間には一定の目的尺度を刻

んだ竿木で連結させるもので、始めは結びつけて安定させたものであろうが、後には両側叉木の一

方に穴を掘 り、その中へ竿木をはめて安定させる様になったもので、この竿木の高さは坐って作業

をするに都合のよい高さとしている。この機によって俵や建などを編む時は、目的の器物の大小に

よって、その刻 目にそ つて左右するものである。「こもで石」は、この時目的の長さの 1.5～ 2倍

の細い編縄を二つ折 りとし、その両端にこの石を結つけ巻きつけて短かくして置き、編む材料を置き

このこもで石を前後交互に動か して行き編み方が進むに従って巻きつけをほどいて行 くもので、実

にこもで石は編む物を圧え且つ

編縄を一時的に巻きつけて置 く

重要な石である。

この編み方は既に縄文時代の

衣料として、科の本皮の繊維や

からむ しの繊維を利用 した簡単

な織物か ら発 したもので、後に

敷物 (延類)を編み、またこの

延の両端を合せて筒形とし、そ

の筒形の両側を桟俵 (さ んだわ

ら)と 称する円形の編み物を以

て遮、さぎ、円筒形の俵としたも

のである。この俵は昭和30年代

初め麻袋に替るまで、農家では

＝

Л

川

守

十

lM

第67図 こもで石出土状態
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第 3表  こもで石計測一覧

番号 長 さ 径 形 状 石 質 備 考

17。 O ι7 5.O σ″ 細長い自然石 硬 砂 岩 NQ l～ 19は 一緒にある

17.5 5.0

17.0 5.0

4 17.5 7.0

22.0

14.0 5.0

17.0 6.0 鉾 形 緑 泥 片 岩

16.0 4.5 細長い自然石 硬 砂 岩

17.5 6.0

20。 0

20。 0 6.0

15.0 4。 5

17.0 6.5

14 16.8 5.5

20.0 5.5

18.5 6。 0

20。 0 4.5

18 15.5 5。 0

19。 0 5.5

20 18。 0 m20～ 25は 散在

17.0 5.0

22 17.5 鉾 形

23 15。 0 6.0 細長い自然石

24 20.5

25 21.0

15.0 No l～ 19の 群と一緒にある

平均 17.74 5.52
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籾、米、麦、大豆などの穀物を入れるのに用いてきたものである。

本遺物の年代の決定には加工品でないので難 しいが、伴出する土師器 (10～ 11世紀)が 平安時代の

ものであるところから、その当時使用されたものと推定 したい。

第 5節  出土骨類について

本遺跡の発掘グ リットの多 くか ら骨類の出土が認められたが、いずれも保存状態は極 めて悪い細

・
片化 した骨であり、またすべてが火熱を受けた動物骨 と見なされる。

以下グリット別にその内容を記載する。

Al-2 褐色土層中出土

細片化 した数 ケの焼骨である。いずれも厚い骨壁を有する管状骨の一部、又は薄い板状の部分も

あり、表面は白色で光沢があり、内壁 (髄腔の面)は平滑で、動物骨の一部と推定 される。炭化物

と混合 して出土 している。

B八 -41

グリットの中央辺、耕土直下に小礫の集中する傾向がみられたが、その上部又は混在 して石斧、

・ 石棒、一括土器が出土 した。破砕土器片 も濃密に分布するが、これらの包含層の下部に直径45働深

さ35翻程度の円形の落ち込みがあり、赤褐色の焼土が充填 されていた。この焼土中に限定されて炭

化物 とともに比較的堅緻な骨の遺存がみられた。しか し、頭骨、肢骨の一部と識別される程度でそ

の種別は判然 としない。現存長約 6硼 の左側枕骨とみられる骨は、上端関節面の形態はニホンジカ

に近似するが、上端最大幅 2.2御、同前後径 1.6ιフの大きさは、化骨成立後の骨端の形状からも極

度に小型であり、他の哺乳類をも推測される。

B十八 -11 礫中出土

白色を呈する焼骨が数片のみであるが、最大現長 3.5御 、同幅 8花π、同厚 4 ππ程度の大きさが最

大のものである。これは断面扁平な肋骨の一部かと推定される。他の破砕骨の緻密質部は厚 く、や

や大型の動物骨 とおもわれる。

B二十-13 -25～30"出土

すべて焼骨で、長骨の一部、又は指骨 とみ られる。薄い骨壁の部分のみが10片 ほどの遺存であり、

詳細は不明である。土器と密着 して出土 している。

B七 -48

量的にもっとも多い骨片が出土 している。しかしすべては細片であり、肋骨、脊椎骨、指骨の各

部位が識別できる程度である。
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第 4章 中世の小俣館址

第 1節  歴史的経過 とその環境

1.歴史的経過とその環境

館址のある松本市大字笹賀は、昭和29年 8月 1日 隣接する松本市に合併するまでは、今村・小俣

。神戸 0神戸新田 0二子という5つ の集落が集って東筑摩郡笹賀村 と称する 1つ の地方 自治体を形

成 していたのである。

館址は、今回圃場整備事業に伴い埋蔵文化財包蔵地として緊急発掘調査が行われた小俣 (江 戸時

代の小俣村)の東耕地の牛の川遺跡の周辺に含まれている。

以下は、 この館址が作 られ、これを利用 した歴史的な背景 と、その環境 について述べ ることとす

る。

館址の推移を知るには、この館を作った小俣氏が中世支配 したと推定される範囲即ち現在の笹賀

地区の歴史を知 らなければならないのである。

笹賀地区は奈良井川 (明治初年までは木曽川といわれる)の左岸沿辺に位置 し、この川に沿 っζ

上流の方か ら下流の方へ、即ち南か ら北へ今村 。/1ν俣・神戸新田 。神戸・三子の 5集落が凡そ75た%

縦長に点在 している。

笹賀地区のうち奈良井川を上流か ら揚水する小俣川 (又は小俣堰)は、今村地籍にて取入 られ、

今村 。小俣の水田地帯を潅漑 したのち末流は再び奈良井川に還流 している。

この堰の名称である小俣川とは、奈良井川から分れた小さい自然流を意味 しており、 この小自然

流にそって水田開発が始ったものと考えられ、この開発が進むにつれて戸日と田畑の増加をみ、こ

こに古代末期に小俣郷の成立があって、この郷は中世末期まで存続 しているのである。

今村の南端に位置する松本市水道局の笹賀上水道水源地の北で道下筋を距てた東面する奈良井川

河岸段丘の中段 には、笹賀地区は勿論のこと、奈良井川左岸沿辺において最 も大きい横穴式石室を

もった柏木古墳がある。

この古墳は明治年代の中頃好事家の乱掘によって現在では、長さ 200"に近い蓋石数箇と側壁の

積石が沢山残 っており、一部は古墳の主を杷る柏本社の土台石として利用され他は放置 されている。

このほか今村地籍には、今のところ古墳や古墳址は確認されてはいないが、小俣地籍に入ると、

慶安 4年 (1651)の 検地帳によると、上小俣地籍に塚田の地名が 1箇所ある。

また下小俣地籍には、大塚 1箇 所と塚田の 地名 3箇 所がある。このうち大塚古墳は過去に乱掘
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破壊され、現在 この古墳の横穴式石室の蓋石数枚のうち 5枚が現存 じ確認されており、その 1は長

さ 147御 、・巾61仰 0厚 さ17御、その 2は長 さ 140"・ 巾61鍬・厚 さ22鍬、その 3は長 さ 123仰・ 巾

67翻・厚 さ16御 であってともに平盤石の硬砂岩である。

その 4は民家の庭先に半ば埋められ測定不能、その 5は これも近 くの民家 (大和雄一郎氏)の庭

先に運ばれ現存するも、中途石橋 として再利用されるとき若千加工され原形を失っている。この古墳

の出土品については勾玉 1箇 のほか半1ら ないが、大 きい蓋石 6箇から推定すると、大塚古墳は名の

°
示す通り今村の柏木古墳に次 ぐ大きさの石室を備えた横穴式石室の古墳であろう。

かつて古墳が実在 したことを示す塚田の地名 3箇所のうち 1箇所は小俣館址の区域内北側のほぼ

中央部にあ り、その 2は今回発掘調査 したA地区字竹の花に隣接する北側にある。

この塚 田地点か ら西南西約 20m離れた地点か ら南方に開回する長さ 400"・ 巾 12o鍬 の片袖

形の古墳石室の石積の最下部 1～ 2段を残 して発見され、その羨道部東壁ぎわから須恵器の不が、

また玄室入回の西壁ぎわか ら灰釉長頸の壺 と推定される底部が発見されている。石室の蓋石及び側

壁の石積用の石の大部分は、開田の際破壊除去され、かろうじて最底部の石積部だけが残 ったもの

であろう。

このような例は、昭和53年 12月 緊急発掘調査が行われ多大の成果が上 った松本市新村地区南新の

安塚古墳群の類例にもある。

以上の ことから、この古墳は 8世紀後半に下る終末期古墳であろう。

この古墳即ち高塚の存在と塚田の地名をもつ若千の位置のずれについては、同地出身の三村邦雄

氏 (東筑摩郡朝 日村西洗馬在住)は明治20年 代に行われた現地目調査の際に少 し移動されたもので

あろうとの談である。

そのほか もう 1箇所の塚田の地名がここより東北に多分に離れた小俣堰の流末で奈良井川沿辺に

近い南側にある。

これら大塚と塚田 4箇所の小地名は、先に述べた慶安 4年小俣村検地帳及び江戸時代中頃製作と

推定される小俣村絵図には既に見えていることから、大塚古墳を中心とする 5～ 6基 の単位をもっ

て小俣古墳群を形成 していたものと考えられ、かつてこの古墳群は、水田開発の進むなかで破壊を

うけ、その跡地は水田化されて、わずかにかつて古墳があったことを物語る大塚・塚田の小地名と

して残 ったものであろう。

神戸堰は隣接する小俣境附近の奈良井川から揚水 され、神戸・二子の水田を潅漑 している。

この堰の沿辺においては、神戸地籍の西部畑地帯の中に塚原の地名がある。

ここは昭和28年藤沢宗平氏 らによる発掘調査が行われ、平安時代の住居址と灰釉 0緑釉 。土師器

などが発見されている。この所は現在畑地 となっているが、その地名からしてこの附近には、かっ

て数基の古墳が存在 していることを意味 している。
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塚原は東筑摩郡麻績村 日 (日 向)の塚原にある塚原古墳群 と南安曇郡穂高町柏原の塚原の塚原古

墳群には、それぞれ 3基か ら数基の古墳が存在 していることか らも推定される。

その他神戸地籍内の水田地帯にも既に土師器・須恵器などを伴 う遺跡が確認されている。

二子地籍 には古墳はな く、また古墳址を伝える地名 も残 っていないが、既に一部か ら土師器・須

恵器が発見されていて古い開発を伝えている。

二子は神戸堰の末流を受けた数条の小堰が南北に走 り、また鎖川水系である神林堰の末流である

小堰が数条東西に走って交叉 しあって潅漑されている。このことは中世小俣郷 と神林郷 との二つの

郷の影響をうけて開発され、地名二子は二郷 (遮、たごう)か らこの村が成立 した事を位置づけてい

るのである。

この様な終末期の古墳文化の影響を受けて成立 したのが小俣郷である。この郷は何時頃に成立 し

たか判 らないが、平安時代には既に成立したらしく吾妻鑑文治 2年 (1186)3月 12日 の条 には諏

訪上下社領の中に小俣郷の郷名が見えているのである。

信濃国筑摩郡小俣郷開基之事には

一、信濃国筑摩郡小俣郷開基之事、往昔何れの時に開きけ類哉不知、鎌倉之御代ニハ諏方の神領に

付かれた類事是東鑑 に見へたり、熊井郷・小俣郷 0本洗馬郷 と有之、其後足利将軍の御時代には

近衛関白様御領知義有之由数氏申伝候也

一、氏神ハ奉勧請下諏方大明神 ヲ惣社氏之神職之由申伝候

と見え諏訪上下社領のうち下社領であったことを伝えている。 以後室町時代の終 りまで下社の
'

造営に従 って関係を保っている。

この小俣郷の範囲については、前記小俣郷開基には、今村について

一、今村出来之事、是ハ往昔小 (古)見村二上条備前守と云地頭有之、 (中略)三男上条佐渡と

申が住宅無之二付、小俣村之地所堅石村境柳塚より石臼狭間迄之間、鋤十五挺尻 (1挺鋤 と云

うのは 150～ 160坪 の広 さである)所を分得て新田開申候 (中略)小俣村之地を分て天正三成

年 (1574)今 村開基仕 り云々、と見えているが、これより古 く既に長享 2年 (1488)の

「春秋之宮造宮之次第」に

若宮二之御柱春宮壱本立申候郷中

芦田・古祖父・岩垂・今井・今村 0西洗馬、の諸郷と共に、その郷名が見えているところか

ら、これより以前に小俣郷か ら分離独立 したものであろう。

また神戸については、この地名からして古 くから下社領の村 として成立 したものであろう。

前記小俣郷開基之事にも

一、神戸村ハ往昔ハ小俣村と一郷にて、只今下小俣を中村と申候者此故なりと申伝候 とあって、

かつては小俣郷内の一部であったのである。
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二子については、永徳 3年 (1383)2月 12日 付小笠原長基の譲状の中に

壱所 信濃国二子郷折中分

として、その郷名が始めて見 られており、

この折中 (せ っしょう)分は、二子のうち下三子の奈良井川沿いにあって、寛永12年 (1639)

の奈良井川の大満水によって、殺生 (折中)地籍百石ばかりの田畑 と屋敷が流失 し、そのため神戸

村の西南の原へ新屋敷を建てて移住 し、用水が不足したところか ら小俣川 (堰 )よ り巾下堰を引い

てヽこれに当てている。これが神戸新田の始 りである。

折中 (殺生)の地名か ら推 して、この二子郷はかつて庄園の本所や領家側 と地頭側 との所領争の

結果折中三分されたものである。

その折半された一方は小笠原家の領地となり他の一方は本所又は領家方の領地として案分された

ものであろう。二子郷は小笠原家の文書からして春近領であった可能性が濃 く小俣郷には属 してい

なかったものかとも考えられる。

以上のことから小俣郷の範囲については、今村 0小俣・神戸・神戸新田の地籍 と推定 され二子に

ついては、後研を待ちたいものである。然 し前記 した長享 2年の春秋之宮造宮之次第には、塩尻西

条以下小俣・神戸・ 計見 (神戸の一部)二子などと、その郷名を列 らねて下社若宮造営 に当ってい

る。

小俣郷は平安末期から鎌倉時代に亘 っては諏訪下社の社領 (庄園)であったものが、いかなる事

情によってか、室町時代には近衛関白家領となっている。

2.小 俣 氏

小俣郷を治めた小俣氏については、既出した小俣郷開基之事には、

小俣村代々之事

一、往昔近衛関白様当郷御領知之節、主膳正義村 とい遮、人、為目代当村に住居致され候由、是ハ

当国平賀の一族之由なり、

と見える。近衛関白家の代官 (目 代 と云 うのは国庁の役人であって誤りである)と して佐久郡の平

賀氏の一族主膳正 (弥二郎)義村が来住 して小俣郷を治めている。

その後については、前記文書に

其後其子小俣民部左衛門と名乗申候、是当所を知行致 し、其子小俣備中守実子無御座候故、当国

岩垂村の地頭岩垂出雲守三男弥二郎を養子二仕 り、小俣之遺跡譲渡申候也

とあって、佐久郡から来た小俣氏は三代続いたあと洗馬郷の三村氏の支流、岩垂村 (塩尻市洗馬岩

垂)の地頭岩垂氏より養子を迎え家を相続させている。三村系図によるとこれよりさき、小俣初代

義村 (弥二郎)の女は三村親綱に嫁 し次男下総守親光を生んでおり、異母弟高親の三男が後に小俣

氏の養子となって、小俣氏と三村氏及び岩垂氏とは重縁の関係にある。
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小俣氏の出自である平賀氏については、昭和46年県史跡として指定された「平賀氏城跡」の解説

によれば、

「平賀氏の始祖は源義光 (源義家の弟新羅二郎)の子盛義で、左衛門尉に任ぜ られ、佐久郡平賀に

住 し、平賀冠者 とも称 した。盛義の子義信は平治の乱 (1159)に源義朝に従 って従軍 し、功をた

てたが、義朝が敗戦 して東国に遁れた際これを援けた。後源頼朝はその功績を称 し武蔵守に任 じた。

また義信の子大内惟義は伊賀国守護に補任せ られ、惟義の弟平賀朝政 (雅 )は伊勢守護を兼ね、京

都守護を命ぜ られた。朝政は北条時政の女婿であったため、鎌倉将軍に擁立されようとしたが、事

露われて討たれた。

しかしその後伊賀・伊勢両国の守護に惟義の子惟信が任ぜ られる等依然として勢力があった。承

久の乱には、惟信は京都方大将軍として鎌倉方東山道軍 と戦い、敗れて配流されたが、その後惟信

の子惟時は鎌倉幕府御家人 として幕府に忠勤を尽 した。 (中 略 )

その後、嘉暦 4年 (1329)の諏訪社上社頭役結番下知状に、平賀次郎入道の名が見え、且つ三

河田・滑瀬 0平林・松井等の地頭であったことが明瞭で ある。 応永 7年 (1400)の 大塔合戦に

は村上満信に属 して平賀氏が、小笠原長秀 と戦 ったことが見えるが、その後史籍に見えない」と見

えている。

平賀氏の始祖盛義の弟親義は筑摩郡岡田郷 (松本市岡田地区)に住 し、岡田冠者と称 し治承 4年

(1180)木 曽義仲の挙兵に従い越中で討死 している。

岩垂氏から入 って小俣家を相続 した弥二郎親義以後について、「小俣郷民家之図」によれば

一、此家ハ美濃守頼親之末葉当国西洗馬之城主三村孫次郎宗親入道崇親 (親綱入道親崇～三村系

図)之次男岩垂出雲守高親是岩垂村中興之領主也、高親之三男小俣弥二郎親義是小俣村中興領

主也 (中 略)、 其子小俣左衛門尉貞親家督を嗣、其頃ハ戦国之時分二而、愛二小笠原持長・宗

康信濃国之守護職を論ひ数度合戦二及び宗康ハ当郡井川館二御座候故、府中両郡之地頭郷士悉

ク味方二参候、此節小俣左衛門尉 も宗康之味方二参 り、度々相戦ひ終に漆田原 ノー戦に打負給

ひ宗康御傷害従軍悉打死ス、此時左衛門尉貞親 も打死仕候、持長得利運給井川城に打入給ひ、

筑摩安曇両郡を打従へ給、依之両郡之内宗康方之地頭悉ク追捕せられ候故、貞親一子弥五郎幼

少成 しを岩垂祖父方に隠 し置、成人之後岩垂之子 卜称、小俣之後を申請テ遺跡相立申候、是を

岩垂下野守正義と申候

とあって、小俣氏は小笠原持長と同宗康との家督相続の争いの戦、即文安 3年 (1446)7月 14日

水内郡漆田原 (後の七瀬河原)の戦に宗康に味方 し同所において討死 し、小俣氏は断絶 したのであ

る。その後子の弥五郎が家を再興 したものの岩垂氏を名乗り他に館を移 しているところから館は無

人となり廃絶 したものであろう。

小俣氏はこの地に入ると中村地籍に居館を設け、氏神 として熊野三社を勧請 している。
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既出開基之事には、

一、熊野三社大権現勧請之事、是ハ小俣弥二郎親義之代に祈願有、始而勧請之由也、柴宮 と号 し

代々崇敬仕候

と見え、また、正徳三癸巳年二月・ 塩尻組村々方角丼神社仏閣には、小俣村 として

未之方

一、熊野三社大権現  地内 東西四十弐間

本社
 ;ミ畳

六寸    南ゴヒ百

`ヽ

拾間

と顕れている。

また現世安穏後生滅罪のため、同所の産土神諏訪神社の別当寺であった真言宗観音寺を菩提寺と

して用いられている。

その外小俣氏に抱鍛冶があったことが知 られる。前記の小俣郷開基之事には

一、金山之社之事、是ハ中村之二十郎屋敷二四郎左衛門と云鍛冶居申候、此鍛冶祝ひ申候神也、

其後彼鍛冶ハ退転仕候得共、桐ハ残有之、只今忠次郎屋敷外艮 (う しとら)ノ 方二有之候、ほ

こら崩候節ハ忠次郎建替進置候、然ル所只今表口木戸脇へ移申候、とあり、また前記正徳 3年

の神社仏閣帳によれば、

一、金山大明神 垂員馨専 地内 忠治郎

とあって、現在は大和本家屋敷之東南隅に残 っている。

この鍛冶屋に給与されたものと推定される小地名かぢ田が、慶安 4年小俣村検地帳に上田 1反 3

畝26歩、中田 9畝歩合計 2反 2畝26歩がある。

また同帳によると館址の北方には地名丁 (庁 )田 1反 3畝 6歩がある。 これが小俣郷の郷庁のあ

った所とも考えられている。

第 2節 調 査

1.全体遺構  (第 68図 )

館址は、松本市大字笹賀 (梨の木)2117番 (面積 2,254″ )、 (塚 田)2118番 (1,

867″ )、 (清七田)2119番 (1,520″ )、 2120番 (1,586″ )(あ せ高)2121番 |

(3,057″ )、 (そ うめん田)2122番 (1,269″ )、 (石原)2123-1番 (1,302

″ )、 同 2123-2番 の範囲と推定される。

微地形上館址と認定出来る遺構の残存状態は、南側 。西側・北側の土居や堀跡は比較的よく保存

されているも、東側の土居及び堀跡については、ここが水田として造成された際に破壊 され原形を

失 っている。

果結
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第 68図  小俣館址推定地

南側は現況で東西 83.5%あ り、旧土居の上を利用して作 られたと考え られる農道が東西に走 っ

ている。 この農道の敷下巾で 3.3解 ある。土居の高さは不明である。

西側の遺構 の長さは 108.4解 あって、ここには堰に添って大きな土手 (畦畔)がある。これは

かつての土居址で西南隅において巾 2.5%、 高 0.5%、 西北隅では巾 2.7笏 、高 0.3%の 大土手が

ある。これは地名あせ高に示す通りかつての土居址である。

北側 は東西 122%で そと側に堰がある。現在土手巾は最大 1。 3解 とせまく、かつての土居は水

田造成の際掻崩 され、その一部が水田の畦畔として形を止めている。         i
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堰のまた外側 (北側)に は東西に走る農道 (巾 3.5%)がある。 この農道のところも、かつては

この館 外側の土居 と考え られる。

東側 は総体的に崩れて遺構の原形をとどめていないが、 2117番 水田東側畦畔の高 さは 1.2解

と高 くかつて土居のあった事をわづかながら残 している。東側のうち 2123-1番 水 田の東側畦

畔は不整形で高さも低 く、この館址を巡る周辺土居のうち最 も不明確である。

館址四周の土居の外側にめぐらされた水堀の用水は小俣川の末流である大門沢川 (旧 小俣村の郷

蔵屋敷、現在の小俣東耕地公民館前地先より下流をいう)を巧に利用 している。

大門沢川は南から流れ来ってt館址南側の中央より若干西よりのところで農道 (旧土居)に直角

に突当り、ここで農道に沿 って西流するが、一方小堰を分岐させている。この小堰はかつては東叉

堰として、南及東堀の水として利用されたものである。本流は西流 し館址西南隅土居の外で再び直

角に北折 して土居に沿 って西北隅に至 り、 ここで三度流れを東にかえて旧土居に沿 って流れ、東北

隅に至って、南から流下した小堰 (か つての東堀の水)を合せて、四度流れをほぼ直角に北方にと

って流下 している。

大門沢川は現在 コンクリート製 となっているためせま く上巾 1.2解、下巾 1%と なっており、曲

り角や水門などのある場所では、これより若千広 く最大上巾 1。 8解 、下巾 1.5%、 深さは 0.7解 ～

1%位 ある。

コンクリート堰になるまえの川巾は少 くとも 1.5%位 あったものと推定される。

前記 したように大門沢川は南側で農道に突当って小堰を分岐 している。この小堰は現在上巾 0.6

%、 下巾 0。 3解 と小さいが、かつては南側から東側にかけての水堀の用水となっていた ものである。

小堰は農道 (1日土居)に 沿 って東流 し、館址東南隅と考えられるところで北に折れ、その東側を略南

北に通ずる農道に沿って北進し礎 輌 二叉に分岐 し、一方東側の小流は農道に沿 って流下する。他

の西の小流は 2117番 の東畦畔に沿って北進 して館址東北隅において西方から流下する大門沢り||

と合流 している。

以上館址の四囲は現在大小の堰によって囲まれている。 これらの堰はかつて、 この館が盛んに利

用された時には、少 くとも3～ 5%の水堀をめぐらし、その内側には下巾 (敷)4～ 5%、 高さ 2

笏以上の土居をもって固めた館址が存在 したのである。

この館址は東面 していたらしく、館址に位置する地番 2108、 2109、 2110、 2111、

2112、 2113、 2114、 2115の 7筆が地名竹の花である。

この地名は前出した慶安 4年小俣村検地帳に見 られる。竹の花とは館の鼻先の意味を持 っている

もので、即ち小俣館址の前 ということである。ここは今度発掘調査がイ予われたA地区といわれる所n

ここからは館址と関係ある中世の鉄鏃 1点 と中国古銭紹聖元宝1枚と黒陶(天 目)や格子状紋を付 した

中世陶器片 (松本市入山辺の中世の城館址か らも同 じ窯場でやかれたもの)が出土 している。
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1.南 試 掘 溝

2.中 央試掘溝

3.西 試 掘 溝

4.北 試 掘 溝

5。 東 試 掘 溝

第69図  小俣館址試掘溝土層

2。 試掘遺構  (第 69図 )

各種事情により館址の全面発掘には至らずわずか南 ι北・東 0西・ 中央の 5箇所に試掘溝を掘 っ

て地層及び遺構・ 遺物について若千の確認に止 ったのに過ぎない。

南試掘溝は 2121番 の水田東南隅農道に接 し、東の畦畔より1%離れ長さ 3解 、巾 1%、 深さ

50働 のもので、第 1層表土は黒色で厚 さ19開、その下の第 2層 の床土は黄褐色で厚さ 9例でこの 2

つの層が水田造成の際に搬入された地層である。

第 3層 は黒褐色で厚さ17御、これが開田前の中世の文化層である。第 4層 は小礫を混入する赤褐

色の土層でこれが地山である。

この試掘溝からは何 ら遺構遺物の発見はなかったのである。

中央試掘溝は、南試掘溝と同番地東北隅で東側畦畔より1%、 北側畦畔より 1.5%の ところに南

北 3%、 巾 1%、 深さ90働 の溝が掘 られ、第 1層 表土 は黒色 で厚 さ20御 、第 2層床土 は黒褐色で

厚さ16御、第 3層 は灰褐色で厚さ16御、第 4層 は赤褐色で厚 さ48鍬 ある。第 5層 は小礫を含む赤褐

色土層でこれが地山である。この試掘溝から遺構・ 遺物の発見はない。
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西試掘溝は 2120番地西側の水田西北隅で西側畦畔に一部切込み、北畦畔より 2%の地点に東西

3笏 、巾 1%、 深さ58"の溝である。

第 1層表土は黒色で厚 さ18御、第 2層 は床土は赤褐色で厚さ20御である。第 3層 にあっては複雑

で中央部にあっては砂土で厚さは12働であるが、東の方にあっては、第 2層直下に小礫混 りの赤褐

色の地山が見 られる。また西側土手の部分は数段の人工層位が見 られ、最上部の青色砂層は第 2層

下に斜めに入っており、ここはかつて土居の内側に小さい水堀の確認されたのである。遺構は水堀

の一部の確認 とまた遺物については第 2層 の下部より中世陶器片 (系統の異なるもの)2個が出土

している。

北試掘溝は、 2118番 の水田西北隅で西畦畔より1%、 北畦畔より1%の ところに南北 3″ 、

巾 1%、 深 さ 1。 1%の溝が掘 られ、第 1層表土 は黒色で厚さ22御、第 2層床土は黄褐色で厚 さ18働

あり、以上の 2つ の層は水田造成の際に搬入されたものである。第 3層 は黒褐色土層で厚 さ37働 あ

り、これが旧表土 と推定され、この層の上面から中世陶器片が出土 している。

第 4層 は赤褐色土層で、この層の上面か ら縄文中期加曽利E式併行の土器片が出土 している。こ

の層は地山と考え られる。この溝か らは遺構は発見されなか った。

東試掘溝は 2121-1番 の水田に北畦畔より2笏 南に東西 3笏 、巾 1%、 深 さ50物 の溝が掘 ら

れ、第 1層表土 は黒色で厚 さ21響、第 2層床土は黒褐色で厚さ20"、 第 3層 は赤褐色で10御、第 4

層は小礫を含む黄褐色の地山である。

この溝からは遺構の確認はな く、第 2層 と第 3層 との境か ら中世陶器 (黒陶)な どが出土 してい

る。

第 1、 第 2層 は水田造成の際に搬入されたもので、第 3層が、以前中世の文化層である。

3。 遺   物

試掘溝 5箇所からは土師器の小破片が得 られたのみであり、竹の花出土の遺物についてはA地区

出土 遺物 として別掲 した。

第 3節 後 言己

館址の遺構確認の全面発掘調査 は、発掘計画や調査員等の関係上、全面調査の対照 とはならず、

A地区、 B地区の発掘調査終了後筆者によって、このまま放置するに忍びず前記 5箇所の試掘溝を

掘 って遺構・遺物の確認 に当ったのであるが、所期の目的とはかけ離れた一部に遺構と若千の遺物

の発見があったのに過ぎないのである。

このことは指導にあたった県教育委員会文化課及関係者 らが埋蔵文化財及歴史的遺構 の発掘調査

に対 し、あまりにも原始考古学的埋蔵文化財のみにその重点を置き過ぎ、歴史考古学調査に対する
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認識不足の甚 しいものであろう。

始めから歴史考古学に対する認識深 く、館址発掘を進めたならば、中世小俣郷 という庄園を支配

したと考えられる庄司小俣氏の歴史解明が充分に発揮されたものと思 う。

本項を終 るに当り地元の方々特に終 日協力を頂いた同所高山三千彦氏に感謝を申上げ度いもので

ある。なお本項 に引用 した数々の古文書・古絵図など永 く保存されるよう御願 い申上げる次第であ

る。
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第 5章 調 査 の ま とめ

牛の川遺跡は松本市笹賀小俣地区の奈良井川左岸の扇状地上に展開する広範囲な遺跡群の一つで

ある。圃場整備事業に伴 う緊急な発掘で整地作業のブル ドーザに追われる短期決戦を強いられるき

.び しい作業であった。作業要員のす くない事 も調査を難渋なものとした。圃場整備事業 は現代国家

における大事である。決 しておろそかには出来ない。文化財の保護 も同様である。調査に従 う人間

も大切に扱われなければならない。これらの三位一体化が完全に行われた時文化財保護の精神が生

き生きと輝いてくるのだが、現状では必ず しもそうではない。緊急を要する行政発掘であっても学

術調査であることには変 りないのであるから、文化財行政に就いては県 も地教委 も事業者側 も埋文

保護の問題を原点に遡って慎重に考え直 してほしい。特に調査期間にゆとりが取れるよう、調査、予

算にゆとりを持たせて調査員の自己負担の軽減化を計り、且つ人夫賃の如きが発掘場所各地教委に

よって大巾な差があり作業員に疑燿の念を抱かせるような事のない公平さに留意を払ってほしい。

最低賃金制度以下の支払いしか受けなかったと言う声も聞かれる現在であるから、人を大切にして

こそ文化財保護の効が向上する事を為政者は考えてほしい。奉仕作業は勿論否定すべきものではな

ぃが、それが当然の事としての考えの上に立 った計画にならぬようなノ己ヽ構えがほしい。 tノ か し沢山の

作業員の方々の人並ならぬ御苦労のおかげで、本遺跡は縄文中期中葉以降の遺跡が中′いをな してい

ることが半1明 した。以下各分担執筆者の意向を踏まえてまとめて見る。

A地区から唯一枚中国北宋銭紹聖元宝 (1094～ 97)の発見がある。平安末から室町時代迄は中国

銭を輸入 し国内通貨としていたが北宋銭が最多であった。総 じて鎌倉時代以前の遺跡か ら出土する

北宋銭は過少で南北朝以降になると発見量力S増大 し備蓄化の傾向力ふ判段化する。本県では日比野丈夫

氏が昭和24年下高井郡長丘村で発掘 した古銭15万枚余中紹聖元宝 182枚を数えたことを「日本考古

学講座 5」 に報告 している。これは備蓄用として後者に属する例と見てよいであろう。本遺跡出土

の一例は経塚、墳墓等の如き宗教的な埋蔵とは異なる普通の遺跡内の土中であるから中国銭の国内

流通の証左とはなる力邁:ちに宗教行事に奉賽されたものとは解 し難い。ただ し昭和47年調査 した塩尻

市剣宮遺跡か らは中国銭20枚が発見され、その中 1枚 は紹聖元宝銭であった。発見地点は中世の墓

域内での事であった為墳墓への奉賽銭との考え方が強い。

つぎは鉄鏃の発見についてであるが、A地区包含層より鉄鏃が単独出土 している。後藤守一氏の

「上古代鉄鏃の年代研究」分類表を参照 して見ると中世的実戦用に該当しそうである。 しか し錆が

ひどく鍛造状態については研ぎ出して見ない限り皆目見当がつかない。尚伊那市福島の歴史時代遺
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跡からも同種の鉄鏃が 1本出土 している。

本遺跡中で注目された遺構の一つに方形配石遺構 (2号配石址)がある。これに就いては横穴式

後期古墳説 も出たが、古墳 と決める要素が余 りにも過少である。配石の位置について見ても、奥壁

となる鏡石的性格を持つ石材が余 りにも貧弱すぎる。 しか も古墳としての石組周辺の裏詰要素が全

く欠如 して居 り、封土を伴 う積石が行われたとは考えられぬ。天丼石となる石材及び羨道部を塞ぐ

扉石等も見当 らない。石室と覚える左右に配されたアJ石は人頭大を前後する程の小形で しかも一つ

並べで周辺には側壁を積み重ねたと思える形跡はなく裏詰の跡 らしき遺構 も見 られず到底天丼石を

支えられる列石ではない。後期か ら終末期にかけては群集墳の形態を取るのが通例であるが今迄に

近接 してそれ らしき遺構は一つも見 られなかった。近 くには塚の名を有する地名 も存するが、それ

を古墳の存在 と結びつけるには余 りにも短絡的であろう。古墳的要素を裏付ける材料の不足は崩壊

又は天丼石等は持ち去 られ他に転用されたと言って片付ける訳にもいくまい。配石遺構直下の内外

には縄文中期の後に属する加曽利E式の土器片、石器類が同一層位内に集中して居 り特に本配石址

の南端より約 lm前後から縄文中期中葉を下る土器片多く且つ埋甕 も現われている。仮 りにこれが

古墳とすれば羨道の入口に当る場所で儀礼的行事も行われ、盛土用の採土等もあった筈だがそのよ

うな施設構築の為の混乱や撹乱は見られなかった。ただ し奈良井川の氾濫、流路の変更による運移

土層の変化とおば しき自然現象は認められた。

此処からは灰釉陶、須恵杯 も出土 している。これらは何れも配石下ではなく南北二列に併行する

列石の東 (須恵邦)と 西 (灰釉陶)の両側線上に位 し遺構内底面より8～ 10鍬上部の列石に接 して

居 り、決 して遺構内ではない。

本遺跡か らは灰釉陶、須恵片等が広範囲にわたって発見されて居 り、河川の氾濫により縄文土器

と混入 した状態の個所も見 られたが、本配石遺構 (2号配石址)の場合は縄文土器層上部に殊に須

恵、灰釉陶が見 られ撹乱は考えられない。灰釉陶は平安初期に出現 し10世紀初頭頃迄行われ特に平

安中期以降になると普及化が進み日常什器にも及んで需給範囲の拡大化 と共に量産化粗雑化 し岐阜・

長野両県に多 くなり特に質の粗雑化、簡略化が目立ち庶民性を帯びてくる器である。 と雄山閣の

賭 古学講座 7」 に記され、楢崎彰一氏は「古代史発掘10」 の中で灰釉陶は12世紀には姿を消すと述

べて居 り、本址出土の灰釉陶はまさにこれ らに該当 し質 も粗雑で施釉も粗末で器形や糸切底等のゆ

がんだものも日につく。郷土の陶芸家篠田義一氏も平安期のものと鑑定 している。

此の期になると古墳は消滅 しているはずである。試みに「信濃考古綜覧」その他を当って見たが

古墳と称する遺構か ら灰釉陶が発見された例は見出せなかった。

松本市新村安塚古墳群報告書中には第 5。 607・ 8号墳より灰釉陶器片の発見を伝えているが

完全な副葬品 とは記 してはない。安塚古墳群は全て封土、石室等は大きな破壊を受けており遺物は

比較的多 く且つ多種多様であるが、散乱、撹乱度 も進んでおり、発掘担当者は「これらの遺物が全
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て同時性を持つとは考え難い。」と極めて含みのある表現をしている。この古墳群か らは馬具等の

遺物は全 く見出せなかったとの事等から類推 しても終末期の地方小首長級の家族墓的様相を示す古

墳群であろうが、灰釉陶を副葬 した古墳 と言 う時代迄引下げる事は火葬墓や国分寺、尼寺の創設期

と考え合わせると誠にうなずき得ない。墓前祭 。供物供献・後世になって墳墓 としての二次的使用

等の事例等 も考えられそうだ。

長野市保科所在の信濃長原古墳群の第11号墳よりは山郎が閉塞石の間から単独出土 して居 り、玄

、室内の床面よりは人骨の直下から皇宋通宝 と言 う中国の北宋銭が 1枚発見されている。これは日本

の平安中期にあたる頃の鋳銭である。これ ら山邦 0北宋銭出土の事例は古墳 としての使命を果 した

後の平安時代後半期になって再び墳墓として埋葬に再使用された事の可能性が強いと説いて山不・

古銭の副葬を否定 し11世紀以降のある時期に至って墳墓としての再使用説をとっている。

本址の骨片の出土状態は方形配石遺構 (2号配石址)の北縁を形成 して東西に併列する中央部の

川原石 3個の直下より配石の外側即ち北方30働 にわたって縄文土器片と混在 して粉末に近い小破片

の散在を見、本配石の西側 lm内外の所か らも同様に、埋甕付近か らも小片、粉末骨の発見があり

これ ら骨片、骨粉類は本配石遺構の内外にわたって広範囲に見受けられた。いずれも人骨か鳥獣骨

かは細片であるから判別はむずかしいと思われる。

本遺跡における唯 一の方形配石遺構 (2号配石址)の位置づけであるが、時期的には縄文中期

後葉に伴 うものと思考するのが妥当であると思 う。

「縄文人の死者は土器も石器も持たせられず埋葬される。」と藤森栄二氏は言って居 られるが、

まさにその通 りで、この遺構からは冨1葬品と目されるものは無である。それに骨片類が本配石の内

外にわたって散布状に発見されているからといって基拡 と直ちに決める訳にも行かない。大場磐雄氏

は「石を使用 して作 られた各種の構築物の遺跡を総称 して配石遺構と呼ぶ。」と説かれ、その用途

も一定 している訳ではないと付加えている。本配石遺構は主軸を南北とし長方形に自然石を配列 し

て囲ったもので類例はす くないものと思う。それだけに慎重を期 したいが、方向付としては縄文中

期を下 った時代で後期迄は下降する事はないと思惟 している。性格としては信仰、祭杷的意義を持

たせたい。

本遺跡の石器類に就いては最 も数量の多いものは打製石斧の70個 と凹石の20個 である。往古奈良

井川の流路 ともなった場所であるのに石錘の皆無であることは気にか ゝる。石器類の豊富に出た住

居址はB3号住居址の2943と B10号住居址の13個 である。

本址の石斧の特徴と思われる点を挙げると胴体部より上部欠損のものが目立つ。剥離片を利用 し

て仕上げたものが多く、それらの刃部は大方鶴嘴状に内湾 している。仕上げ方は剥離調整が多く直

接敲打法のみによるものは石棒だけであるが石皿にも此の手法は多く取入れ られている。

石核を石斧 としたものは、石斧の原形として手頃な自然の川原石を利用 している。製作は便利な

-140-



省力法により、厚味のある重厚さで刃部の湾曲形はす くない。又着柄痕と通常称される擦痕は片面

に存在するものと帯状に両面に存するもの 二ゝ種に大別できる。これは石斧の機能に応 じて柄等の

縛着の仕方に左右されたものであろう。粗製石ヒの刃付は剥片の縁片が最 も薄手で鋭利な部分をえ

らんで行われている。故に刃部は不規則で横刃となったり、両刃 となったり、庖丁形、ナイフ形と

様々な形態となっている。

薦石 (こ も手石 0薦槌石)。 当時のだれかが仕事をしかけて無造作にそこに紐か細縄を結えて置

いたままの如き状態で揃えて重ねた約20個 の長方形で長さ22働位の自然石群が見られ、20働位はな

れた同一平面上から土師皿の半分が割れて底を上にして発見された。時期は分担執筆者の言の如 く

平安期と土師片より割出して間違いなさそうである。このこも石を用いた極めて簡単な織機で敷物

としての各種のむしろを作ったのである。編物の技術は縄文以来その発達を見ているが織物の技術
コモツメベノオビト

は弥生時代に源を発 し朝鮮経由で古墳時代に伝来され、欽明天皇二十二年の条に薦集部首登弾の名
ミヤツコ   ムラジ

が見え、天武天皇十二年九月薦集造なる者が連姓を賜った事が日本書紀に見えると言 う。日本考古

学辞典には、姓氏録の未定雑姓大和の条に薦集部造は犬上県主の祖先彦根命の後也。とあり、律令

制度の中には薦集部は見えないが、もっと早 くから渡来者によちて簡易さの為普及していたろう。

と出ている。最初は造の下に統卒された薦集部民の職掌であった事がよくわかる。伊那・福島遺跡

の報告書では平安期の住居址内よリー塊まりになって出土 した長方形の自然石を トイレッ トス トー

ンとして記 している。本遺跡の薦石と異る点は住居址内である事と石そのものの長さが短かい事で

あるが厠の存在の説明が全 くなされていなくて一概にそれと決める訳にも行 くまい。む しろこれも

薦石説を考えた方がよさそうである。

次ぎに土製品中の土偶について触れて置 く。本址か らは六体の出土が報告されているが、何れも

頭部、胴部、脚部等の部分のみで完形品は全くない。頭部は偏平で顔面は平盤 円形 をな して後期

の円盤状顔面に推移 して行 く過程の多分に感ぜさせられるものであった。胴体部は巾広で脚は短か

く安定させてある。

最後に、今回調査の最大収穫である縄文中期集落について簡単に触れて本稿を終わらせたい。今

回の調査で、縄文中期中葉から後葉にかけての住居址が10軒検出され (各調査員の記録によると、

これ らに重複する住居址の存在の可能性が指摘できるものがある)本遺跡は、縄文時代中期の集落

址としての性格を明らかにした訳である。各住居址の時期について、出土土器の検討により古い順

にならべてみると、

縄文中期中葉 :B60B8号 住居址 ― B10B9号 住居址 ―― B4号住居址 ―― (Bl号住居

址覆土中層生活面)

縄文中期後葉 :B3号住居址 ― B2号住居址 一 B10号住居址 。 (B4号住居址上層生活面)

一 B5号住居址
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という順になる。概ね 8時期にわたり、各時期 1～ 2軒づつ営まれていた小規模な集落というこ

とになるところだ。とは云え、今回の調査はその区域内の網の目が粗であったことは、残念ながら

事実であり、その上、本遺跡は調査地の周辺にも広 くひろがっているので、このことを加味 してみ

ると、本遺跡は最低限、今回の調査で捉えられた各時期を含む縄文時代中期の中葉か ら後葉にかけ

てのある程度の規模をもった集落と考えることが可能であろう。ただ し、集落の形状・構造が把握

できなかったのは惜 しいことであった。また、以上のことに、本遺跡の立地を絡ませてみると、今

回の調査は従来か らの、縄文時代集落遺跡は山麓台地上に存在する、という通念に一石を投 じる結

果となったことも重要である。周辺地形図や遺跡付近の自然環境の項でもお判 り頂けると思うが、

本遺跡は奈良井川の旧氾濫原の微高地に位置するのであり、実際に遺跡に立つと、人工堤防により

河床のあがった奈良井川の水面より低いのではないかと錯覚を起こす程であった。付近の大規模な

河川との比高差が、本遺跡ほど少ない縄文時代集落址は県内では非常に稀なのではあるまいか。こ

のことは、縄文時代研究に於て、遺跡の分布 0立地の把握に再考を促すだけではなく、縄文時代の

集団領域についての問題、ひいては生業の構造に関 してまでも影響を及ぼす ものであろうことを強

く思わせるのである。

以上、かなり雑多なまとめになって しまったが、それだけ調査が多様であったことと、お許 し願

いたい。中信地区における当該時期遺跡の理解の一助となれば幸いである。

この報告書の終 りにあたり、調査の遂行に御尽力下さった、中信土地改良事務所、笹賀土地改良

区ならびに地元協力者の皆様、率先 して調査にあたって下さった調査員各位及び市教育委員会の方

々に、改めて感謝の意を表す次第であ ります。
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調査地周辺 (手前の川は奈良井川、右手が北、矢印下調査地 )

2.調査地遠景 (白線内が調査地 )

3.調査地 (B地区南半B4～ 8010号住居址)

図版 1 調査地



1.Al号 住居址及び上部配石

図版 2 A地 区遺構

1号配石址



1.2号配石址 (方形配石 )

図版 3 A地区遺構

2.3号 配石址



1。 Bl号住居址

図版 4 B地区遺構

2。 B2号住居址



9号住居址

2.Bl～ 309号住居址 (左前 Bl号。右前 B2号 .奥 B309号 住居址 )

図版 5 B地 区遺構



B5号住居址

図版 6 B地 区遺構

2.B6号 住居址



1.B407010号 住居址 (左 :B4号住居址.中央奥 :B7号住居址カマ ド.右 :B10号住居址 )

図版 7 B地 区遺構

2.B7号 住居址



1.Bl号 住居址炉址

2.B4号 住居址炉址

3.B5号 住居址炉址

5。 B8号住居址炉址

図版 8 炉llL集成

B6号住居址炉址

6.B10号住居址炉址



1.Bl号 住居址出土土器(2)

4.B2号住居址埋甕(1)

図版 9 出土土器

3.Bl号 住居址遺物出土状態

5.B2号 住居址土器出土状態

2.Bl号 住居址出土土器(1)

B2号住居址埋甕掘り上げ (1)



1.B3号 住居址出土土器 (2～ 608・ 9)

2.B4号住居址出土土器 (104～ 6・ 10・ 11014015)

図版10 出土土器



B9号住居址出土土器

図版11 出土土器

1    ■||||||||| |‐  |‐  ■‐|

(1016022・ 23027036052053)



1.B

3.B

2.B9号 住居址土器出土状態 (35)

4.B9号住居址土器出土状態

図版12 出土土器

9号住居址出土土器

9号住居址土器出土状態

9号住居址土器出土状態 (22)、



2.B6号 住居址土器出土状態

3.B6号 住居址土器出土状態(9)

4.B6号住居址土器出土状態 (7・ 18)

図版13 出土土器

5.B6号 住居址土器出土状態(1)



1.B7号 住居址出土土器

3.B7号 住居址土器出土状態 (17)

B7号住居址土器出土状態 (16)

4.B8号住居址出土土器 (15)

図版14 出土土器

5.B8号 住居址土器出土状態 (15)



1.B10号住居址出土土器

3.A地 区土器出土状態 G4)

６

第

・ 土製品図版15
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2.土 さじ (8)

1.ミ ニチ ュア土器 (10)

古銭出土状態

釣手部 (10)

7。 B3号住居址土器出土状態 (9)

6.こ もで石出土状態

8・.B6号 住居址土器出土状態 (1) 9.土偶出土状態 (3)

図版16 その他の出土遺物



石鏃 0石錐・その他

図版17 出土石器

2.A地 区出土凹石



1.B地区出土凹石

図版18 出土石器

2.:B地区出土石棒・ 砥 石・磨石



1.打製石斧 (擁型 )

図版19 出土石器

2.打製石斧 (短冊型 )



轟

1.打製石斧 (大形)

図版20 出土石器

B地区出土石匙



聰

“

紺
華

一＝
織

轟

1.B地 区出土粗製石器

図版21 出土石器

2.B地 区出土粗製石器



1.調査開始 2.調査開始

3.調査前半 4.調査中頃

5。 調査後半

図版22 調査スナップ



1号住居址にて1.B

3.B

図版23 調査スナップ

2.礫の除去作業

4号住居址上層土器取上げ 4.団長と土地改良区理事長

5.記念撮影
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