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硼  晰

1 本書 は、佐久浅 間農業協 同組合 (平 成 12年 3月 1日 よ り佐久市農業協 同組合か ら商号変更)が行

う事務所建設事業 に伴 い、平成11年 度 に行 つた三千束遺跡群官添遺跡の発掘調査報告書である。

整理作業、報告書刊行 は平成12年 度 に行 った。

2 調査委託者    佐久浅間農業協 同組合

3 調査受託者    佐久市教育委員会

4 遺跡名お よび所在地

三千束遺跡群 宮添遺跡  (MMM)
佐久市大字三塚字宮添 90-1 外 2筆

5 調査期 間お よび面積

官添遺跡  発掘調査  平成 11年 11月 5日 ～ 11月 30日

面  積  605ぽ

整理調査  平成 11年 12月 1日 ～平成 13年 3月 31日

6 本書の編集、執筆 は出澤が行 つた。

7 本書お よび宮添遺跡出土遺物等すべ ての資料 は、佐久市教育委員会の管理下 に保管 されている。

本調査 にあた り、佐久浅間農業協 同組合お よび地元 の方々には数々のご協力、ご援助 を頂 き、 また

報告書作成 に当たって も多 くの方 々のご指導、 ご協力 を頂 きま した。記 して感謝の意 を表 します。

笏  飩
1 遺構の略号 は以下の とお りである。

竪穴住居址 ― H 竪穴状遺構 一Ta 土坑 一D ピッ トー P

2 挿図の縮尺 は原則 として以下の とお りである。

竪穴住居跡 ・竪穴状遺構 ・柵列 -1/80 土坑 ・カマ ドー 1/40

土器 -1/4 石 ・鉄製品-1/3 古銭、玉類 -1/1

上記以外 の ものについては挿図中に明記 した。

3 遺構の海抜標高 は各遺構毎 に統一 し、水糸標高 を「標高」 として記 した。

4 土層、遺物胎土 の色調 は、1988年 度版 『新版 標準土色帖』 に基づいて示 した。

5 写真図版 中の遺物の縮尺 は概 ね挿図 と同 じである。 また、遺物番号 と挿図番号 は対応す る。

6 住居址の面積 は床面積 (住 居址下端範囲)を 測定 し、 カマ ド部分 は慣1定値 よ り除外 してある。

7 挿図中におけるス クリー ン トー ンは以下のことを示す。

饂 錮
地 山 難難難貼床   議鰊鰺耀カマ噸囲

1lllli: 黒色処理       ■ |:::1 赤 彩        =::==青 彗 石器使用面
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魃 貪鶉 烙硫勒鰺鶉漑褥

儡 鵞祓 蜃位のはほどは鰤

宮添遺跡の存在す る三千東遺跡群 は佐久市大字三塚地籍 に所在する。当地 は千 曲川 と片貝川 に狭 ま

れた標高 668m内 外 を測 る沖積微高地上 にあ り、遺跡周辺 は圃場整備が行 われた水 田の広がる佐久平

で も有数の穀倉地帯 となっている。

今 回、遺跡群内において佐久浅間農業協 同組合 (平 成12年 3月 1日 よ り佐久市農業協 同組合か ら商

号変更 )に よ り事務所建設事業が計画 され、佐久市教育委員会に遺構 の有無 について照会があった。

教育委員会では三千東遺跡群が所在す るため試掘調査 による確認 を行 い、結果、開発地籍 よ り竪穴住

居 l■ 、土 師器、須恵器等 の遺構 ・遺物が検出 された。

その結果 を踏 まえ、佐久浅間農業協 同組合 と佐久市教育委員会、両者 において協議が行 われ遺跡の

破壊 が余儀 ない状況であるため、佐久市教育委員会文化財課 によって記録保存 を目的 とする発掘調査

が実施 される事 となった。

鼈 2蛛 蜃鰊捩yll

平成 11年度

◎発掘調査受託者  佐久市教育委員会

教 育 長 依 圏 英夫

事務局       教 育 次 長 小林 宏造

文化財課 課    長 草 間 芳行

文化財係長 荻原 一馬

文 化 財 係 林 幸彦、須藤  隆司、小林  真寿、羽毛田 卓也

冨沢 一明、上原 学、山本 秀典、出澤 力

平成 11年度

調 査 主 任 佐 々木 宗昭、森泉 か よ子

調査副主任 堺 益子

調 査  員 浅沼 ノブ江、内堀 団、小野沢 健二、島猥 幹子

中嶋  フクジ、橋詰 勝子、橋詰 信子、細萱  ミスズ

山浦 豊子

平成 12年度

◎発掘調査受託者  佐久市教育委員会

教 育 長 依 田 英夫

事務局       教 育 次 長 小林 宏造

文化財課 課   長 草 間 芳行

文化財係長 荻原 一馬

文 化 財 係 林 幸彦、須藤 隆司、小林 真寿、羽毛 田 卓也

冨沢  す明、上原 学、山本 秀典、出澤 力

平成 12年度

調 査 主 任 佐 々木 宗昭、森泉 か よ子

調査副主任 堺 益子

調 査  員 荒井 ふみ子、内堀 団、小幡 弘子、柏原 松枝、菊池 康一

小須 田 サ クエ、小林  まさ子、篠崎 清一、真嶋 保子

渡辺 長子
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鼈 3鼈 飩鰤爾鵞

平成 11年度

平成 11年 11月 5日

重機 による表土剥 ぎを開始す る。

11月 8日

機材搬入。表土剥 ぎが終了す る。

11月 9日

遺構検 出開始。 Tal号 竪穴状遺構調査。

11月 10日

調査範囲東側 の ビッ ト群調査 。 Hl号 住

居 llL調 査。

11メ]11日

雨天 中止。

11フロ 15日

Ta2号 竪穴状遺構調査。

11月 18日

Dl号 土坑調査 。 H2号 住居址調査 。

‖ メ//1「
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ι
′"濯

一 町 田〕
佐久平

413.

平成 12年度

平成12年 9月 27日 ～平成13年 3月 31日

室内整理作業。土器実慣1、 図面作成、原稿執筆 を行い、報告書 を刊行する。

11月 22日

D2号 土坑調査。

11月 24日

H3号 住居址調査。

11サ町25日

H4号 住居址調査。

11,日 26日

D3号 土坑調査。

11月 30日

ラジコンヘ リによる航空撮影 を行 う。機

材撤収 を行い、現場での調査 を終了する。

12月 1日 ～平成12年 3月 31日

室内整理作業開始。土器洗浄、復元、図

面作成 を行 う。
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魃凩餞 茫鰤鶉礫晰

鼈 1祓 蛉然縣烙

宮添遺跡が存在する三千東遺跡群は佐久市の南西部、佐久市三塚地籍に所在 して、西南に蓼科山山

塊、八 ケ岳山塊の山々を望み、遺跡から北東に1100m向 こうを千曲川、西南に 700m向 こうを片員川

がそれぞれ北流する間の非常に平坦な沖積地上に立地 している。遺跡周辺は現在水田が広が り佐久市

で も有数の穀倉地帯 を形成 してお り、その水田のほとんどが千曲川 と比 して流れの緩やかな片貝川か

ら水 を引いているという。

遺跡周辺の地形 は大別 して 3つ に分けられる。第 1に 遺跡西南 に位置する蓼科・八 ヶ岳山塊が形成

する北東方向に伸 びる丘陵地や、山間を流れる倉沢川、小富山川などの中小河川に伴 う谷口扇状地、

第 2に 千曲川の自然堤防で帯状に広がる沖積地、第 3に それらに挟 まれた片貝川の周辺に広がる沖積

低地である。本遺跡はこの中で第 2の 地域にあ り、千曲川の作用によって形成された沖積微高地上に

立地する。

沖積微高地はかつて畑地や宅地 として利用されていたが、圃場整備等の整備事業や開発によって水

田などに姿 を変えている。宮添遺跡は南北300m東西200m規模の沖積微高地上南東狽1の 端に位置 して

お り、調査区内は東へ緩やかに傾斜 していた。

同 じ微高地上では昭和49年 度に市道遺跡 I、 平成 10年 度 に市道遺跡 Ⅱの発掘調査が行われている。

その結果古墳時代 中期から中世、近世にかけての遺構・遺物が確認 され、この地が連綿 と人々の生活

の場 として利用 されていた事がわかっている。

型l_量
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鼈 鯰蛛 鰺贔鶉餃鶉

今 Enll調 査 を行 った宮添遺跡 は三千東遺跡群の東端 に位置 してい る。本遺跡のある三塚地区 をは じめ、

前 山、小宮 山地区の山間・山裾部分や野沢、桜井地区の低沖積地ではこれ までの調査か ら多 くの遺跡

の存在が明 らかになっている。 ここで各時代 、地域 ごとに富添遺跡周辺の歴史的環境 について概観 し

たい。

本遺跡か ら南西約 5 km、 八 ヶ岳北東山麓中に 1日 石器時代 の遺跡である 1日 立科 F遺跡が存在する。

同遺跡で は総数211点 の石器群が検 出 されてお り、石材、検 出土層 よ り最古で31200± 900と い う年代

が与 え られている。

沖積低地 に面す る山裾の丘陵や扇状地 には、縄文 ・弥生時代 の遺跡が認め られ沖積地上 に展開す る

それ以降の古墳 。奈良 。平安時代 な どの遺跡 とは対照的な分布 を示 している。縄文時代 の遺跡では 2.

後沢遺跡、 3B中 村遺跡、 4.筒 村 B・ 山法師 B遺跡、 5菫 瀧の下遺跡 などが調査 されてお り、前述

後沢遺跡、 6.西 裏 、竹団峯遺跡では弥生時代の住居址や周溝墓 な どが確認 されている。

沖積地上で は古墳 時代以降の遺跡が多 く確認 されている。本遺跡 の周辺 は昭和40年代 に行 われた圃

場整備事業 によって水 田が広が っているが、その際多 くの発掘調査が行 われ、その中で も本遺跡 に隣

接す る 7.市 道遺跡 Iは 、南佐久の沖積地 における埋蔵文化財調査 の先駆 となった調査 の 1つ であ り、

それに前後す る 8,儘 国遺跡や 9。 中道遺跡、 10苺 三塚遺跡、 11腱 三塚町田遺跡 、12.鶴 圏遺跡、 13.

跡部町圏遺跡 などとともに、佐久市 における埋蔵文化財保護の推進 に足跡 を残 した調査である。 これ

らの調査で は、古墳時代 中期か ら後期、奈良・平安時代 の遺構 ・遺物が確認 されている。

その後古墳時代後期 と平安時代 の住居址 を調査 した14.上桜井北遺跡、中期か ら後期の住居址 を調

査 した 15“ 寺添遺跡、後期 の住居 を調査 した16.市道遺跡 Ⅱといった発掘調査が行 われた。前述の市

道遺跡 などを含めて、 これ らはいずれ も千 曲川の 自然堤防上や沖積微高地上 にあ り、古墳時代 中期以

降、生活基盤の変化か ら当地 における生活空間の中心が山間、山裾か ら稲作等の農業生産 に適 した沖

積地 に移行 したことが見 て取れる。

奈良 。平安時代 の遺構 は筒村 BO山 法師 B遺跡 、上桜井北遺跡 、寺添遺跡、市道遺跡 Ⅲなどで認 め

られている。その分布状況はほぼ前時代 と同様の広が りを見せ る もの と考 えられ沖積地上や山裾 に集

落が営 まれていた と思 われるが、いずれ も調査範囲が狭 く当地 における奈良・平安時代 の集落の全体

像 を把握す ることはで きない。 しか し、山裾 に位置す る 17日 榛名平遺跡 と前述 した中道遺跡か ら奈良

三彩 と思 われる蓋が出土 していることか ら当地 にこの時期 の、豊かな集落が存在する可能性 を指摘で

きる。

前述 の市道遺跡 Ⅱで調査 されたMl号 溝状遺構 は圃場整備事業以前の地図に も記載 されていた溝で

遺構 内か ら出土 した遺物 な どよ り近現代か ら古墳時代 にかけて使用 されていた溝であることが分か っ

ている。 この ことで当地が災害等 によ り地形 の変化 などの影響 をあ ま り受 けない地域だったことが推

測 されてお り、古墳時代以降の農業生産 を中心 とした生活 を営 んだ人々に安定 した生活空 間を提供 し

た と考 え られる。

中世鎌倉時代以降ではこの地 は、佐久地方 における有力豪族のひ とつである伴野氏の本拠地 とな り、

「一遍上人絵伝」 の中に当時の伴野氏の活況 な様子が伝 え られている。本遺跡周辺の中世の遺跡では、

伴野氏の手 による物 とされる18.前 山城址や 19口 野沢館跡 などがある。 また20.薬 師寺遺跡 は野沢館

跡内に近世初頭 に移転 された と思われる薬師寺の本堂改築 に伴 う発掘で、近世中期か ら近現代 にわた

る寺院に関係す る遺物が出土 し、 さらにその下か らは野沢館跡 に関係す る池の跡が確認 されかわ らけ、

土鍋 とい った中世 の遺物が出土 している。そのほか榛名平遺跡 で は、中世後期 の土葬墓、火葬墓 と

いった墳墓群が調査 されている。
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第3図 宮添遺跡周辺遺跡分布図 (1:50,000)

宮添遺跡周辺遺跡一覧表

No 遺 跡 名 所 在 地 立  地 1日 糸電 弥 古 歴 中 近 備 考

1 立科 F遺跡 前疵1字立科 曲地 ○ 平成 2年調査

後沢遺跡 小宮山字後沢 丘 陵 ○ ○ ○ ○ 昭和51・ 52年調査

中村遺跡 根岸字日向 LLIナ也 ○ 昭和57年調査

4 筒村 B・ 山法師B遺跡 根岸字日向 山地 ○ ○ ○ 平成 3・ 4年調査

5 瀧の下遺跡 前山字瀧の下 丘陵 ○ 平成 2年調査

西裏・竹田峯遺跡 根岸字西裏・竹田峯 丘 陵 ○ ○ ○ 昭和60年調査

7 市道遺跡 I 三塚字市道 沖積微高地 ○ ○ E召和49年調査

儘田遺跡 野沢字儘田 沖積微高地 ○ ○ ○ 昭和45年調査

中道遺跡 前山字中道 沖積微高地 ○ 昭和46年調査

三塚遺跡 三塚字東野沢田 沖積微高地 ○ ○ ○ ○ 昭和49年調査

三塚町田遺跡 三塚字町田 沖積微高地 ○ 昭和49年調査

鶴田遺跡 三塚字鶴田 沖積微高地 ○ 日召禾目50笙F副電髭蜃

跡部町田遺跡 跡部字町田 沖積微高地 ○ 昭和50年 F‐l司 査

14 上桜井北遺跡 桜井字橋詰 沖積微高地 ○ ○ 昭和52年調査

寺添遺跡 三塚字寺添 沖積微高地 ○ ○ ○ 平成 6年調査

市道遺跡 Ⅱ 三塚字市道 沖積微高地 ○ ○ ○ ○ 平成10年調査

榛名平遺跡 根岸字榛名平 丘 陵 ○ ○ ○ ○ ○ 平成 5・ 6年調査

前山城跡 小宮山字城山 山地 ○ ○

野沢館跡 野沢字居屋敷・北田 沖積微高地 ○ ○

20 薬師寺遺跡 原字屋敷 沖積微高地 ○ ○ 平成11年調査
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本遺跡の基本層序 は調査 区中央部北側か ら抽出 され、旧耕作土である I層 を除 くと 4つ の層 に分 け

られた。本遺跡 は南北300m東西200mの 沖積微高地上南束 の端 に位置 しているため、東倶1に 向かって

緩やか に傾斜 していることが確認 されている。耕作土 よ り下の Ⅱか らⅣ層 は土中にシル ト質土 を含み、

V層 は きれいなロームシル ト質土である。 Ⅱ層か らⅢ層が遺構確認面である。

層

　

層

　

層

Ｉ
　
　
Ⅱ
　
　
ｍ

基本層 序

黄褐色土 (10yr4/6)

暗褐色上 (10yr3/4)

暗褐色土 (10yr3/3)

Ⅳ層 黒tla色 土 (10yr2/3)

V層  暗褐色土 (10yr3/4)

耕作土。 しま りあ り。

φl～ 2 mm大 パ ミスを含む。

暗褐色シル ト質土プロック (10y r3/4)、

φ l～ 2 mm大パ ミスを含む。 しま りあ り。

暗褐色シル ト質土プロック (10yr3/4)、

φ■～ 2 mm大 パ ミスを少量含む。 しま り

あ り。

シル ト質±。   .

第4図 基本層序模式図

り出土 した遺構 ・遺物 は以下の とお り。

址

構

4軒

2軒

3基

3列

39基

古墳時代

奈良 。平安時代

2軒

2軒

鼈 盆鰤 隆謳又は 擁ぽ隋の織曖

宮添遺跡 よ

検 出遺構

竪穴住居

竪穴状遺

土坑

柵列

ピッ ト

出土遺物

土師器、須恵器、石製品、鉄製品、古銭、青磁器、人骨、獣骨、自玉、管王、ガラス小玉、土玉
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1)第 1号住居址

遺構 (第 5～ 7図 、図版二 )

本住居址 は調査 区東部、あ 。い -3・ 4・ 5グ リツ ドに位置 し、全体層序第Ⅲ層上面か ら検 出 され

た。他遺構 との重複 関係 は北西 コーナーにビッ ト6・ 38、 西壁 にピッ ト3・ 39、 遺構覆上 にビッ ト 1

・ 2・ 4・ 35。 36が それぞれ重複 し、新 旧関係 はいずれ もこれ らの ビッ トの方が新 しい。住居址東側

は調査 区外 のため未調査 で、住居址北偶1カ マ ド部分 に攪乱 を受けていた。形態はほぼ方形 を呈する と

考 え られ、規模 は西壁長 604cm、 北壁長 415cm(検 出部 )、 南壁長82cm(検 出部)を 計測 し得 るのみで

ある。 カマ ドを中心 とした主軸方向は N-32° ―Wを 示す。確認面か らの壁高は西壁で44cmを 測 る。

壁溝 は検 出 されなか った。

覆土 は12層 に分割 されたが、主体 となるのは 1・ 2層 で 3～ 5層 は壁際でのみ認 め られ、カマ ドの

関連層 は 5層 に分 かれる。床面 は中央部 を残 して壁下 を幅80～ 142cm、 深 さ約 15cmほ ど掘 り下げ、そ

こへ堀方第 1層 を埋 め戻 し貼床 に してお り、 よ く硬質化 して焼上が貼 り付 いていた。

ピッ トは Pl～ P5の 5個 が検 出 された。規模 は Plが 57× 46cm深 さ28cm、 P2は 50× 40cm深 さ46

cm、 P3は 径 51cln深 さ61cm、 P4は 径48cm深 さ17cm、 P5は 83× 60cm深 さ10cmを 測 りP4・ P5は 床

下か ら検出 され、 Pl・ P2は 主柱穴である。 P3は カマ ドに隣接 し、内部か ら高不 な どが出土 して

いることか ら貯蔵穴である と思 われるが、主柱穴の可能性 も否定で きない。

カマ ドは北壁 に位置する。袖部の一部 と煙道部が攪乱 によ り破壊 を受 けてお り状態はやや不良。隣

の P3に 落 ち込 む ような形で崩落 している。 カマ ド周辺 は床面が堀 り込 まれ、そ こへ粘土質土 を貼 っ

た上 にカマ ドが構築 されていた。焚口か ら煙道へ の長 さは不明、幅は88cmを 測る。火床面 中央 には支

脚石 として円柱状 の石が据 えられていた。袖部 は焚 口付近 に芯材 となる石 を組み、そこへ粘性 の強い

4層 の土 を被覆 して構築 されてお り、袖部内慣1は 火熱 によ りよ く焼 けていた。

遺物 (第 8, 9図 、図版七 ,八 ,十 一 )

本住居 ll「_か らの出土遺物 は図示 した物の他 には須恵器杯、土師器杯、甕 などの破片が多量 に出土 し

た。 1は 須恵器杯で覆土 よ り口縁か ら底部 にかけて破片での出土。胎土 は軟質で焼成 も甘 く灰 白色 を

帯びる。内外面 はロクロナデを施 し底部 は回転糸切 り痕 を認 める。 2は 須恵器蓋杯 の蓋で覆土か ら天

井部のみが破片で出土。杯身 と接す る口縁部分 とつ まみ部分 を欠損 し、内外面 にはロクロナデが見 ら

れる。 3は 須恵器高杯で住居 llL南 西 コーナーの床面か ら脚部のみの出土。脚部 にすか しはな く、脚端

部は段 を成 している。内外面 にはロクロナデが見 られる。

4～ 13は 土師器杯 である。 4は 貼床 内 よ り破片での出土。内縁 にわずかであるが稜 を有 し口縁が直

立す るもので外面 にヘ ラケズ リ、内面 にはヘ ラナデが見 られる。 5～ 8は 内縁 に陵 を有 し口縁 を外反

させ る もので 6～ 8は 5と 比 して外反の度合いが大 きい。 5は 住居址南側の床 よ り破片での出土。外

面は体部 に横方向のヘ ラケズ リ、内面 は黒色処理 されてお リミガキが施 される。 6は 住居址南側 の貼

床内 よ り出土 じ 2分の 1が残存す る。 日縁部 は内外面 ともヨコナデ、体部 は外面 はヘ ラケズ リ。内面

の調整は器体表面の摩耗が激 しく判然 とは しなかった。 7は 住居址南側床上 と貼床 内 よ り破片で出土

した資料が接合 した もので 2分 の 1が残存す る。日縁部 は内外面 とも強い ヨコナデ、体部 は内外面 と

もヘ ラケズ リが見 られる。 8は 住居址南恨Iの 床 よ り破片での出土。口縁部 は内外面 ともにヨコナデ、

外面の体部 はヘ ラケズ リ、内面体部 は暗文状の ミガキが見 られる。 9は 球体の一部 を切 り取 ったよう

な形状 を示 し、器高が比較的浅 く、日縁 はわずかに内湾す る。住居址南側の貼床内 より破片で出土。

外面 は体部の下方 にヘ ラケズ リが見 られ、その上か ら口縁 にかけては ミガキが施 される。内面 は口縁

部は ヨコナデ、体部 には ミガキが施 され、放射状 の暗文が見 られる。10～ 13は 外面の口縁 と体部 との

境 に稜 を有 し、須恵器杯 を模倣す る ものである。10～ 12は 口縁が稜か ら直立す る もので13は わずかに

口縁が外反す る。10は 住居址 中央 カマ ドの北側の床 よ り完形で出土。 口縁部 は内外面 ともにヨコナデ、

外面の稜 よ り下の体部 はヘ ラケズ リを施 し、内面 にはヘ ラナデが見 られる。11は 覆土 よ り破片での出
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Hl上 説

A 褐灰色土 (10y r5/1)
A′ 褐灰色上 (10y r5/1)
B 暗褐色土 (10y r3/3)

1 にぶい黄褐色上 (10y r5/3)焼上、炭化物粒子を微量に含む。しまりあり粘性弱い。
2 暗褐色土 (10y r3/4)砂 質化したシル ト質土層。焼土粒子、炭化物を微量に含む。 しまり粘性あり。
3 暗褐色上 (loy r3/4) 2層 に似るが、色調がやや暗い。
4 黒褐色上 (10y r3/1)焼土粒子を微量に含む。 しまりあり粘性弱い。
5 黄褐色土 (10y r5/8) 地山Ⅱ層のシル ト質上が堀崩れたもの。
6 黒褐色土 (10y r2/2) 炭化物を微量に含む。しまり粘性あり。
7 黒褐色土 (10y r2/2) 炭化物を微量に含み、小礫を多く含む。しまりあり粘性弱い。

第5図  Hl号住居址実測図

土 。外 面 は 日縁 部 ヨコナ デ体 部 はヘ ラケズ リ、 内面 は 口縁 部 か ら体 部 にか けて ヨコナ デで体 部 の下 方

にヘ ラナ デが残 る。 12は カマ ド内 よ り破 片 で の 出土 。 稜線 はあ ま り明確 で はな く、胎 土 は砂粒 を多 く

含 み粗 雑 。 内外 面 と も口縁 部 ヨコナ デ、外 面 体 部 はヘ ラケズ リを施 す 。 内面 の調 整 は摩 耗 と胎 上 の荒

さの ため半J然 と しない。 13は 覆土 よ り口縁 部 の破 片 の み の 出土 。 日縁 部 は内外 面 と もに ヨコナ デ、 わ

ず か に残 った体 部 は外 面 にヘ ラケズ リを施 し、 内面 は摩耗 で わず か しか見 えないが ミガキが認 め られ

る。

14～ 28は 土 師器 甕 で あ る。 そ の ほ とん どが破 片 で の 出上 で あ るが 、多 くの個 体 を確 認 した。 14は 口

縁 か ら体 部 にか け て 3分 の 1ほ どを残 し出土 。胴 部 は球状 に近 い形 で張 り、 口縁 はや や外 反す る。 口

縁 部 は内外 面 と も強 い ヨ コナ デ、体 部 は外 面 に縦 方 向 のハ ケ メ、 内面 に も横 方 向 のハ ケ メが認 め られ

る。 15は 口縁 か ら体 部 にか けて 2分 の 1が残 存 し、 カマ ド脇 よ り出土 。胴 部 は緩 や か に張 り出 し口縁

近代の耕作上で、 しま り、粘性弱い。

耕作土。黒色上ブロックが混入す る。

焼上、炭化物を含む。 しま り粘性弱い。 ピッ ト覆土。
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の立 ち上が りはあま り外反 しない。 日縁部 は外面 にヨコナデ、内面 に横方向のハケメが見 られ、外面

の口頸基部 に沿 って指圧痕が施 される。体部 は外面 に横方向のヘ ラケズ リ、内面 は縦方向、横方向の

ヘ ラケズ リが認め られる。16は 覆土内か ら破片で出土。口縁部 は内外面ヘ ラナデ、体部 は内外面 とも

に横方向のヘ ラケズ リ。17～ 21は 口縁部が最大径 とな り胴部の張 りが少 ない もの。17～ 20は カマ ド内

よ り破片での出土。17は 口縁部 に内外面 ヨコナデ、日頸基部 に下か ら縦方向のヘ ラケズ リを施 し体部

は外部 に横方向のヘ ラケズ リ、内部 は縦方向、横方向のヘ ラケズ リが見 られる。18は 口縁部 に内外面

ヨコナデ、体部外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 に横方向のヘ ラナデを施す。19は 口縁部 に内外面 ヨ

コナデ、体部外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 に横方向 と縦方向のヘ ラナデ。20は 日縁部 に内外面 と

も強い ヨコナデ、体部 は外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 は横方向の単位 の大 きなヘ ラナデ。21は P

l内 か ら破片で出土。 日縁部 は内外面 ヨコナデ、体部 は外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 に縦方向の

ヘ ラナデ を施す。22～ 24は 長胴の甕の口縁部 と思 われ、口縁 は体部か ら「 く」の字型 に外反す る。 22

はカマ ド脇 より破片での出土。外反す る口縁 の端部が少 し内湾す る。内外面 とも口縁部 はヨコナデだ

が、口縁外面 は一度 ヨコナデを行 った後口縁部中程 に斜め方向のヘ ラケズ リを施 し、再 び口頸基部付

近 にだけ ヨコナデを施 している。体部 は外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 は横方向のハケメ。23は 住

居量南側 の床 よ り破片で出土。 日縁部 は厚 く、内外面 にヨコナデを施す。体部は外面 に縦方向のヘ ラ

ケズ リ、内面 に横方向のハケメ。24は 住居 l」L南 佃1の 壁際で破片での出土。口縁部 は厚 く、内外面 ヨコ

ナデ、体部 は外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 に横方向のヘ ラナデ。25～ 28は 土師器甕の底部。25は

Pl内 よ り破片で出土。26、 27は いずれ もカマ ド堀 り方か らの出土。いずれ も調整は外面ヘ ラケズ リ、

内面ヘ ラナデ、底部 はヘ ラケズ リだが、26、 27は ヘ ラケズ リ後ヘ ラナデを施 している。28は カマ ドよ

り底部 と体部の一部のみ出土。大型の甕の底部 と思 われる。外面 はヘ ラケズ リ、内面 はヘ ラナデを施

し、底部 はヘ ラケズ リ。29～ 32は 小型の土師器甕。29は 体部上方 に最大径 を持 ち、口縁 はやや外反す

る。 カマ ドや貼 り床か ら出土 した破片 を接合 し、口縁部の 2分の 1が 出上 した。外面 は口縁か ら体部

にハケメが施 され、体部の下方 には縦方向のヘ ラケズ リも見 られる。内面 は口縁 をヨコナデ、体部 は

ヘ ラナデ を施す。30～ 32は 口縁 に最大径 を持 ち、体部 に張 りを持 たない。特 に31、 32は 器形の外反が

大 きい もの。30は カマ ド脇 の P3の 内部 よ り口縁か ら体部の 3分の 2を 残 し出土。口縁部 は内外面 と

もにヨコナデ、体部 は外面 に横方向のヘ ラケズ リ、内面 は口頸基部 に横方向のヘ ラケズ リを残 じ横方

向のヘ ラナデ。31は カマ ドよ り破片で出土。日縁部 は内外面 ともにヨコナデ、体部は外面 に縦方向の

ヘ ラケズ リ、内面は横方向のヘ ラナデ。32は 住居址南側の貼床 よ り破片で出土。口縁部 に内外面 とも

ヘ ラケズ リ、体部 に外面 は縦方向のヘ ラケズ リ、内面 は縦方向のヘ ラケズ リの後ヘ ラナデが施 される。

33、 34は 土師器の壷である。33は Plの 際の床面で出土 した口縁か ら胴部 にかけての部分 と、周囲の

床上で出土 した破片が接合 され底部 をのぞ きほぼ完形の状態 を残す。体部 の中央 に最大径 を持 ち肩が

張 り、国縁 はわずかに外反 して直立す る。調整 は口縁部 を内外面 ともにヨコナデ、体部外面 はその後

縦方向に細 かいヘ ラケズ リを施 し、体部内面 は横方向のハケメである。34は 住居址北西 コーナーか ら

胴部のみの出土。少 し残 る口縁部 は ヨコナデが見 られ、体部 は外面 に縦方向のヘ ラケズ リ、内面 は横

方向のヘ ラケズ リを施 し体部上面 にはハケメが残 る。

35、 36は 土師器婉 である。35は カマ ドの南側床上で出土 しほぼ完形である。器形 は多少歪んでお り

体部 は口縁付近で緩やかに内湾、高台 を有す る。調整 は外面 に横方向のヘ ラケズ リ、内面 は赤彩が施

され縦方向 と横方向のヘ ラケズ リを認 めた。 また日縁 には指圧痕が残 り、高台の周辺 に も指圧痕が認

め られることか ら、日縁、高台の成形、調整が指で行 われたことを示す。36は 住居 llL南 西 コーナーで

3分の 2が残存 して出土。体部 は球体 を切 つたような形状 を持 ち EIl縁 は歪 んでいる。調整は外面 に横

方向のヘ ラケズ リ、内面 には横方向のハケメが見 られ赤彩が施 されている。底部 はヘ ラケズ リ。 これ

ら婉 2点 は本住居址の遺物の中で も特異 な遺物であ り、その使用法 に何 らかの儀礼的な目的 を想起 さ

せ る ものである。37は 土師器高不で P3よ り完形で出土。杯部分 は本住居址遺物 7の 内面 に稜 を有 し

口縁 を外反 させ る杯 に類似 し、脚部 は短 く脚端部でほぼ水平 に広が る。調整 は口縁部 は内外面 ともに

ヨコナデ。不身の体部 は外面ヘ ラケズ リ、内面は摩耗が激 しく判然 としない。脚部の外部は上半部 に

ヘ ラケズ リが残 り、下半部か ら脚端部 にかけては ヨコナデ、内部 はヘ ラナデ、脚端部 は ヨコナデ。

38は 軽石製の砥石。覆土内 よ り出土。

39～ 50は 玉類。管玉が 9点 で滑石製自玉が 2点 。50は 土玉で カマ ドよ り出土 した。 なお、 カマ ド内

よ り獣骨が出土 してお り、群馬県立大 FE5々 高校教諭宮崎重雄氏 に鑑定 を依頼 した結果、 イノシシの肩

脚骨 に当たる部分であるとの ご教授 を賜 った。
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ｍヽ
Hl堀 方土説
1 黒褐色土 (10yr3/1)

貼床。層上面はよく硬化
してお り、床面には焼上が

付 着す る。 しま り粘性あ り。

2 褐色土 (loyr4/6)
貼床。地山Ⅱ層 のシル ト

質 上が堀崩れたもの。 しま

り粘性弱い。

3 黒褐色土 (10yr2/2)

炭化物を微量に含む。 し

ま り粘性 あ り。

餞
|

A                        A′    D       D′

第6図  Hl号住居址実測図 (2)

Hlカ マ ド堀方土説

1 暗褐色土 (10yr3/4)

2 暗褐色土 (10yr3/4)

3 暗褐色土 (10,r3/4)

4 黒褐色土 (10yr3/2)

黒褐色上 (10yr2/3)

暗褐色土 (10yr3/4)

砂質化 したシル ト質土層。焼土粒子、炭化物

を微量に含む。 しま り粘性 あ り。

カマ ド崩落ム。黄色シル ト質土が主体。焼土

粒 を多量 に含む。 しま りあ り粘性 あ り。

火床部。焼土、炭化物 を多量に含む。 しま り

粘性弱い。

焼土粒、炭化物、骨片 を少量含む。 しま り、

粘性あ り。

粘 土質上を貼 つた層。 しま り強 く粘性 あ り。

砂質化 したシル ト質土層。焼土粒子、炭化物

を微量に含む。 しま り粘性 あ り。
調
査
区
外

第7図  Hl号住居址カマ ド実潰1図
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第9図  Hl号住居址出土遺物実測図 (2)
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2)第 2号 住居 llL

遺構 (第 10図 、図版三 )

H2土説

A層  褐灰色土 (10yr6/1)
A′ l~4本 の根の機活L

I 黒褐色土 (10yr3/1)

Ⅱ 黄褐色上 (10yr5/6)

1 灰黄褐色土 (10yr4/2)

2 暗褐色上 (10yr3/3)
3 暗褐色土 (10yr3/3)

4 黒褐色土 (10yr2/3)

5 褐灰色土 (10y'4/1)

H2堀方土説

1 褐色土 (10yr4/6)

耕作土。

地山.シ ル ト質上。 しま り弱 く

粘性あ り。

地山。シル ト質上。 しま り弱 く

粘性あ り。

φl～ 2興の小礫を多 く含み、

焼土、炭化物粒 を少量含む。 し

ま り粘性 あ り。

白色の粒子を少量含む。

2層 に似 るが、自色粒子が少な

く、 しま りが強 い。

微量の赤色粒子を含む。 しま り

あ りli14‐

l性 弱い。

シル ト質土。微量 の炭化 4J/Jを 含

む。 しま り粘性弱い。

Ell床 部分。黄色シル トプロック

と、黒褐 色シル トプロックの混

合土。■面はよく硬化 している

が、下面は柔 らかい。

9 (r:a)

第10図  H2号住居址実測図

10m

本住居址 は調査 区東部、い 。う-2・ 3グ リッ

ドに位置 し、全体層序第 Ⅱ層か ら検 出 された。

重複関係 は確認 されなかった。住居址北償Iは 調査

区外 のため未調査 であるが、形態 はほぼ方形 と思

われ、規模 は南壁長320cm東 壁長 136cm(検 出部 )

西壁長 197 cm(検 出部 )を 測 り得 るのみである。

残存す る南壁 による長軸方向は N-70° 一 Eを 示

す。確認面か らの壁高 は南壁 中央で41～ 51cmを 測

り、壁溝 は検 出 されていない。 カマ ド、 ビッ トと

もに確認 されなかった。

覆土 は 5層 に分害lさ れ 自然堆積 の様相 を示 し、 1層 と 5層 で炭

化物の粒子 を確認 した。床 は中央部東慣1の 一部 を除いて最高 8 cm

ほ ど掘 り下げ第 6層 を埋め戻 し貼 り床 を作 つている。床面 はよ く

硬質化 しているが層下方は軟弱だった。

遺物 (第 11図 、図版八 )

本住居址か らの出土遺物 は図示 した物の他 には土師器杯、甕、

須恵器杯、壷 などがある。 1、 2は 須恵器杯で覆土中か ら出土 し

た。 1は 口縁部か ら体部のみの出土で調整は内外面 ロクロヨコナ

デ。 2も 口縁部か ら体部のみの出土。内外面 ともにロクロヨコナ

デを施す。

第11図  H2号住居址遺物実測図 (1)

3)第 3号住居 IIL

遺構 (第 12図 、図版三 )

本住居址 は調査 区南西部、か -7グ リッ ドに位置 し、全体層序第 Ⅱ層上面か ら検 出された。重複関

係 は西倶1に Ta2が 切 り合 ってお り、新 1日 関係ではTa2の 方が新 しい。住居址南側 は調査区外のた

め未調査である。遺構上部が削平 されてお り壁 は確認で きず床面 のみの検 出である。 ビッ ト・カマ ド

調査区外

調査区外

標属γ島,m
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も確認 されず、遺構 の形態、規模等 は判然 としない。覆土 は堀 り方の覆上である 1層 のみが確認で き

た。床面 は非常 に よ く焼 けて焼土が貼 り付 いてお り硬質化 していた。

遺物 (第 13図 、図版八 )

本住居址か らの出土遺物 は図示 した物の他 には、土師器甕 な どがあ り点数は少 ない。 1は 土師器の

甕で、日縁部のみの出土である。外面 は ヨコナデが施 されるが部分的に ヨコナデ より前 に施 された縦

方向のハケメが残 る。口頸の基部側 には一部 に縦方向下か らのヘ ラケズ リが見 られる。内面 には横方

向のハケメが日辺部全体 に施 されている。 ご く一部残 る内面胴部 にはヘ ラケズ リの後 ミガキ調整が さ

れていた。

H3土説

1 暗褐色上 (10yr3/4:)

1 暗褐色土 (10yr3/3)

耕作上。小礫を含み、焼土、炭化物

プロックをわずかに含む。 しま り粘

性 あ り。

小礫 を含み、焼上、炭化物プロック

を含む。 しま り粘性あり。

第12図  H3号住居址実測図 第13図  H3号住居址出土遺物実測図

4)第 4号住居 lllL

遺構 (第 14,15図 、図版三 )

本住居址 は調査 区やや東寄 りの中央、え 。お -4・ 5グ リッ ドに位置 し、全体層序第 Ⅱ層か ら検出

された。重複関係 は第 2号 柵列の P2が ち ょうど東壁のカマ ド煙道部 と切 り合い、覆土 中で第 2号柵

列 Plと 単独 ピッ トP24が 重複 していた。新 1日 関係 はこれ らピッ トの方が新 しい。形態はほぼ方形 を

呈 し、規模 は北壁長 309cm、 南壁長 304cm、 東壁長 282cm、 西壁長 298cmを 測 リカマ ドを中心 とした主軸

方向は N-64° 一 Eを 示す。確認面か らの壁高は北壁 中央で31cmを 測 り、壁溝 は確認 されなかった。

覆土 は 7層 に分割 された。 1層 が主体 を占め、西壁際 に 6・ 7層 が認め られる。 4・ 5層 はカマ ド

の関連層である。床面 は全体層序第 V層 まで掘 り下げた後、 8層 を埋 め戻 して構築 されてお り平坦 だ

が脆弱である。

ビッ トは床下か ら 1個 検 出 され、径 24cm深 さ10cmで やや方形 を呈す る。

カマ ドは東壁 ほぼ中央 に位置す る。煙道部 を第 2号柵列の P2に よつて切 られ、袖部 も北側の片方

だけ しか残存 してお らず状態 は不 良。焚 き目か ら煙道への長 さは不明、幅はお よそ92cmを 波1る 。袖部

は しま りのある黒褐色土 によって構築 されてお り、芯材 は認め られない。残存す る袖部 に構築材 と思

われる石材が残 っていた。袖部倶1面 は火床面 と同様火熱 を受けて焼 けてお り、火床面 には同 じく火熱

を受 けて焼 けている石材 と土器が確認 されている。

遺物 (第 16図 、図版九 ,十 一 )

本住居址か らの出土遺物 は、図示 した物の他 には須恵器不、甕、土師器杯、甕 などがある。 1は 須

恵器杯で住居址北西 よ り底部の破片のみの出土。底部 は回転ヘ ラ切 り。 2～ 5は 土師器甕。 2は 覆土

よ り口縁か ら体部の一部 のみ出土。 日縁部 を内外面 ともにヨコナデ、外面 は体部 を縦方向にヘ ラケズ

リ、内面 には縦方向のヘ ラナデが見 える。 3も 口縁か ら体部 にかけての一部のみでカマ ド内 より出土。

断面 は薄 く成形 されてお り口縁 は内外面 ともにヨコナデで外面 には輪積み痕が微 かに見 られる。体部

は外面 に横方向及び縦方向のヘ ラケズ リ、内部はヘ ラナデを施す。 4は 覆土か ら口縁 と体部の一部 を

-14-



残 し底部 を欠損 して出土。内外面 とも日縁部 は ヨコナデ、体部 は外面 に横方向のヘ ラケズ リ、内面 は

ヘ ラナデ を施す。 5は 土師器甕の底部で覆土 よ り出土。外面 に横方向のヘ ラケズ リ、内面 にヘ ラナデ、

底部 にはヘ ラケズ リを施 している。 6は 台付甕の底部である。覆土か ら出土 し調整 は外面 はヘ ラケズ

リで高台 との接合部分 にヨコナデを施す。内面 はヘ ラケズ リ。 7は 土師器甑である。底部のみ住居址

北束の貼床 内か らの出土で調整 は外面 に縦方向 と横方向のヘ ラケズ リ、内面 にはヘ ラナデ を施す。底

部 はヘ ラケズ リ、 さ らに外側か ら内部 中央 に集 まるように して 94回 の穴が開けられている。 8は 土師

器小型甕で住居址北東 コーナーか ら完形で出土。口縁部 は内外面 ヨコナデ、外面 はヘ ラケズ リで調整

され底部 はヘ ラケズ リで緩やかな丸み を帯 びる。内面 は黒色処理 されてお り横方向の ミガキ調整、底

部か ら放射状 に暗文が施 されている。 9～ 10は 玉類。 9は ガラス小玉で住居址北東部床か ら出土。 10

は滑石製の自玉で堀 り方か ら出土 している。

A′
 Φ

○土器
艤ガラス小1001

A′

H4土 説

1 黒褐色土 (10yr2/3)

2 暗褐色土 (10yr3/4)

3 暗褐色土 (10yr3/4)
4 暗褐色上 (10yr3/3)
5 褐色土  (10yr4/4)

6 暗褐色土 (10yr3/4)
7 黒褐色土 (10yr2/3)
8 暗褐色上 (10yr3/3)

φ l～ 2 mm大 パ ミス、少量の

焼上、炭化物プ ロックを含む。

φ l～ 2111111大 パ ミス、焼 上、

炭化物プ ロックを少 し含む。
シル ト質土。

焼上、炭化物プ ロックを含む。

多量の焼 土プロックを含み、

焼成 を受 けてい る。

焼土プロックを少量含む。

焼上、炭化物プロックを含む。

黄褐色のシル ト質上 (10yr5/
6)を多 く含む。 しま り弱い。

面
|

④

逸

第14図  H4号住居址実測図

H4カ マ ド土説

1 暗褐色土 (7.5yr3/3)

2 暗褐色土 (10yr3/3)

3 褐色土  (10yr4/4)

4 黒褐色土 (10yr2/3)
5 黒褐色土 (10yr2/3)

カマ ド火床部。焼上を多量に含む。黒

褐色土 (10yr2/3)ロ ームプロックが

混入する。 しまり弱く粘性ややあり。

地山の黄褐色シル ト質土 (10yr5/6)
を多量に含む。 しまり弱 く粘性なし。

シル ト質上を多量に含む。 しまり粘性

弱 い 。

袖部分。 しまりややあり。

φl～ 2面m大パ ミスを含み、焼土プロッ

クを少量含む。

Ａ
一

ml

A′

標扁γ穐子
m

lm

第15図  H4号住居址カマ ド実測図
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第16図  H4号住居址出土遺物実測図

鼈 0蛛 竪穴状遺貶

1)第 1号竪穴状遺構址

遺構 (第 17図 、図版四 )

本遺構 は調査 区西偶!、 き・ く-5・ 6。 7グ リッ ドに位置 し、全体層序 Ⅲ層上面か ら検 出 された。

他 の遺構 との重複関係 は認め られないが本遺構東壁 と西壁の一部 を攪乱 によって破壊 され、遺構の上

面 は削平 を受 けてお り検 出状況 は不 良だった。 カマ ド、 ビッ トなどは確認 されていない。形態 は南北

に長 い長方形 だが、南壁が中央でやや突出 してち ようど三角形 のような形状 を呈 している。規模 は北

壁長 338cm(検 出部 )、 南壁長 472cm、 西壁長 619cmを 計測 し得 るのみである。長軸方向は N-11° 一

Eを 示 した。確認面か らの壁高は東南 コーナーで 10cmを 測 る。壁溝 は発見 されなか った。

覆土 は 4層 に分割で きるが主体 となるのは 1層 である。 2層 は住居 の北憫1で のみ認 め られた。床面

は最高で 8 cmほ ど掘 り下げ られてお り遺構 中央部で一部比較的 しつか りとした貼床 を確認 したが、全

体 では確認で きない箇所 もあ りはっきりしない。 また、遺構西側 と遺構北東では床面 に礫が広が つた

部分が認め られ、その上か ら獣骨や焼土の塊が見つかっている。

遺物 (第 18,19図 、図版九 ,十 一 )

本遺構か らの出土遺物 は、図示 した物の他 に須恵器不、甕、土師器不、甕などがある。 1～ 9は 須

恵器杯である。 1は 覆土 よ り3分 の 1の み出土で底部 は右 回転糸切 り。 2は 遺構 中央の床 よ り 3分 の

1の み出土。底部 は右回転糸切 り。 3は 覆土 よ り4分 の 1の み出土。底部 は右 回転糸切 り。 4は 覆土

か ら 3分 の 2の みの出土。底部 は右 回転糸切 り。 5は 遺構西側 の礫 の広が る範囲の上 よ り3分の 1の

出土。底部 は右回転糸切 りで内面 に二次焼成の痕跡が見 られる。 6は 覆土 よりEll縁 か ら体部 にかけて

の破片のみで出土。底部 は右回転糸切 り。 7は 遺構北東 コーナー付近 よ り口縁か ら体部 にかけての破

片 のみで出土。底部 は右回転糸切 り。 8、 9は 覆土 よ り目縁 か ら体部 にかけての破片のみで出土。 10

は高台 を有す る須恵器不である。高台 と体部の間にllB確 な差が な くヘ ラケズ リの されない タイプの物

で底部 の調整 は回転糸切 り後ヘ ラナデを施 し高台 を付 した物である。 これ らの須恵器杯の うち 1、 2、

8、 10は 焼成が甘 く橙色、 4は 灰 白色 を帯 びる。 1～ 4、 8に はそれぞれ火欅が認 め られた。11は 須

恵器甕で覆土 よ り口縁付近の破片のみの出土。内外面 ともに強い ヨコナデで調整 されている。12は 土

師器杯で覆土 中よ り口縁か ら体部 にかけての破片での出土である。口縁部 は内外面 ともに ヨコナデを

認め、外面の体部 はヘ ラケズ リ、内部 は黒色処理 され放射状 の暗文が施 される。13～ 15は 土師器甕で

,97
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Tal土 説

暗褐色土 (10yr3/4)φ l lllEl大 パ ミス

少量を含む。 しまりあり。

黒褐色土 (10yr2/3)φ lmm大 パ ミス、

焼上、炭化物プロック、 φ lcm～ 3 cm

大の小礫を含む。 しまりあり。

暗褐色土 (10yr3/3)φ lmm大 パ ミス

少量を含み、 2 cm～ 3 cm大 の小礫を含

む。層の下部に薄い礫の堆積が認めら

れる。 しまりあり。

黒褐色土 (10yr2/3)φ lmm大 パ ミス

少量を含む。 しまりあり。

標扁γ島,m

鉄
骨淵餓
餞だ

．

第 17図  Tal号 竪穴状遺構実測図

15

Ta

鶉
圏

□

同1号竪穴状遺構造物実測図

9   1「 1'   19cm

第 18図
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第 19図  Tal号 竪穴状遺構出土遺物実測図 (2)

口縁 か ら体部 にかけて破片で覆土

か らの出土。いずれ も口縁部 は内

外面 ともヨコナデ、外面 に横方向

へ の ラケズ リ、内面 にはナデが施

され る。これ らの甕 はいわゆる「武

蔵甕」 と呼ばれる薄手の甕である。

16は 砥石。

17は 古銭で遺構 中央の比較的状

態の よい床上 より出土 した。宗代

の大 中祥符年 FH5(1008)に 鋳造 された祥符元賓で、銭文は摩耗 してお り鮮明ではない。 なお、本遺跡

と同 じ微高地上 に立地す る市道遺跡の第 6号住居址内 よ りこれ と同時期 に鋳造 された祥符通費が発見

されている。18は 鉄製品で鎌である。鉄分が表面 に滲出 し大量 に付着 している。 このほか鉄滓が 1点

覆土 中 よ り出土 しているが詳細 は付表 を参照 されたい。獣骨 は遺構北西の壁付近 と西側 の礫 の広が る

部分 の上で焼 けた状態で出土 している。動物の種類や部位 などは微細 な破片であるために明 らかには

で きなかった。

2)第 2号竪穴状遺構址

遺構 (第 20図 、図版四 )

本遺構 は調査 区南東、か ・き-7グ リッ ドに位置 し、基本層序第 Ш層上面か ら検出 された。重複 関

係 は東佃1で H3号 住居址 と重複 し、 また西壁で ピッ ト33と 重複す る。新 1日 関係ではH3号 住居址 は本

住居址 よ り古 く、 ビッ ト33は 本住居址 よ り新 しい。住居址南側 は調査 区外のため未調査 である。形態

はほぼ方形 と考 え られ、規模 は北壁長 468cm、 東壁長 159cm(検 出部 )、 西壁長 163cm(検 出部 )を 計測

し得 るのみである。残存する北壁 による長軸方向は N-87° ― Eを 示す。確認面か らの壁高 は北壁で

16cmを 測 る。 また本住居址 は壁際、特 に北東 コーナー部分 に多 くの礫 の堆積が認め られる。壁溝 は確

認 されなかった。

ピッ トは 1基検 出 された。 Plは 床下か ら検 出 され径38cm深 さ40cmを 測 る。

覆土 は 2層 の単層で確認 され焼土、炭化物 を含 む。床 は最高で約 4 cmほ どの貼床が施 されていたが、

やや軟質だった。 また北東 コーナーには流れ込み と思われる焼土塊が確認 されている:

遺物 (第 21図 、図版九 ,十 一 )

本遺跡か らの出土遺物 は、図示で きた物の他 にはほ とん ど見 られない。 1は 土師器鉢で 2分 の 1が

残存す る。稜 を有 し、体部 は丸み を帯 び球体 を切 つた ような形状 を持 ち、口縁が外 に向かって直向す

る もの。外部 にわずかなが ら赤彩 された痕跡が残 り、調整 は外面 は口縁、体部 にヘ ラケズ リ、内部 に

ミガキを施す。

2は 須恵器杯で完形である。内外面 はロクロナデ調整が施 され底部 は右回転糸切 りが見 られる。 1,

2は 隣接 して本遺構南西壁際か ら出上 している。

3は 鉄製品で釘。遺構北西 コーナー付近で出土。表面 に鉄分が滲出 し大量 に付着 している。そのほ

か に青磁 の破片が 1点 覆土 よ り出土 している。微少 な破片であるため詳細 は明 らかではない。青磁 に

ついては巻頭図版 を参照 されたい。

-18-



魃

瑾

Ta2上 説

1 暗褐色土 (10yr3/4)小 礫 を含み、炭

化物 ,焼 上ブロックをわずかに含む。

しま り粘′性あ り。

2 黒褐色土 (10yr2/3)小 礫 を含み、炭

化物 ,焼 土ブロックを少 し含む。上層

の暗褐 色土 (10yr3/4)の ブ ロックが混

入す る。 しま り粘性 あ り。

3 暗褐色上 (10yr3/3)小 礫、炭化物 を

わずか に含む。 しま り粘性 あ り。

4 黒褐色土 (10yr2/3)パ ミス少量 を含

む。

黒褐色土 (10yr2/2)小 礫、炭化物を

含む。 しま りあ り。

6 黒褐色土 (10yr2/2)小 礫 を少量含む。

箇
|

o土器
籐鉄

標膏γ島,m 2m  5

Ｓ尚

第20図  Ta2号 竪穴状遺構実測図

1.2

(1:4)

鼈 な財 量坑

?標高γ発子
m2P

Dl土 説

1 黄褐色土 (10yr4/6)下 面は高質

化 している。微量の炭化物 を含む。 し

ま り粘性弱い。

第 22図  Dl号 土坑実測図

(1 :4) 1Ocm

第 21図 Ta2号 竪穴状遺構出土遺物実測図

1)第 1号 土坑

遺構 (第 22図 、図版四 )

本遺構 は調査 区北東、 う-2・ 3グ リッ ドに位置 し、全体層序

第 Ⅱ層 において検 出 された。重複関係 にある遺構 は存在 しない。

形態は楕 円形、規模 は長軸長 97cm、 短軸長75cmを 測 る。長軸方向

はN-4° 一Wを 示す。確認面か らの深 さは1 6 cmを 涸1っ た。断面

形は逆台形で底部 は平坦。底部中央南寄 りに深 さ 7 cmほ どの小 ピ

ッ ト状 の落 ち込みがあったが、柱痕等 は認め られず、用途 は不明

である。

覆土 は単層 で微量の炭化物 を含 む。下面は硬質化 していた。

遺物 (第 23図 、図版九 )

1は 須恵器杯で 6分 の 1の み残存 している。内外面 ともにロク

ロナデ調整、底部 には右回転糸切痕が見 られる。

2)第 2号 土坑

遺構 (第 24図 、図版四 )

本遺構 は調査 区中央部、え-3。 4グ リッ ドに位置 し、全体層

序第 Ⅱ層か ら検 出 された。重複関係 にある遺構 は存在 しない。形

第23図  Dl号土坑出土遺物実測図

態 は円形 を呈 し、規模 は長軸長 103cm、 短軸長 92cmを 測 る。長軸方向は N… 25° 一Wを 示す。

確認面か らの深 さは1lcmを 測 つた。断面形 は逆台形で底部 は平坦である。

覆土 は 2層 に分割で きた。主体 となるのは 1層 で炭化物、焼土粒子が認 め られた。 2層 は底部近 く

_/´    ら

Pl

10cm
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で確認 されシル ト質土 を含 んでいる。本遺構か らは人骨が出土 してお り上坑墓であると思われる。

D2土 説

1 黒褐色土 (10yr2/3)黒 色のシル ト質土を多量に含み、炭化物、焼

土粒子を微量 に含む。

2 暗褐色土 (10yr3/3)褐 色のシル ト質上を少量含み、砂質土を微量

に含む。

第 24図  D2号 土坑実測図

遺物

本遺構では人骨の他 に図示で きる遺物

はな く、少量の土師器、須恵器の破片が

見 られるのみである。人骨 についての詳

細 は第 V章第 2節 「宮添遺跡か ら出土 し

た人骨 について」 を参照 されたい。

3)第 3号 EL坑

遺構 (第 25図 、図版五 )

本遺構 は調査 区南西、い -6グ リッ ド

に位置 し、全体層序第 Ⅱ層 か ら検出 され

た。重複関係 にある遺構 は存在 しない。

形態 は隅丸方形 を呈する。規模 は長軸長

126cm、 短軸長 113cmを 測 る。長軸方向は

N-62° 一 Eを 示す。確認面か らの深 さ

は21cmを 測 つた。断面形 は逆台形で底部

は平坦である。覆土 は単層 で炭化物粒子

を含 んでいる。

D3土 説

1 暗褐色上 (10y r3/3)炭 化物 を微量に含む。 しま り弱 く粘性 あ り。

9標爾γ馳子
m lT

遺物 (第 26図 、図版十 )

1～ 4は 土師器甕であ

る。すべ てほぼ完形 の状

態で出土 した。いずれ も

体部 は球形 に近い形で丸

く張 り出 し、日縁 は くの

字型 に外反す る形の甕で、

断面 は薄 く作 られている。

1は 底部が上 になった状

態で出土 した。調整 は回

縁部で内外面 ヨコナデ、

内面 はハケメが残 る。体

部 は外面 に縦方向のヘ ラ

ケズ リで、内面 は横方向

のヘ ラナデ を施す。口縁

音Ь、 体音6に は所 々にヨコ

ナデ、ヘ ラケズ リ調整の

以前 に行 われたハケメの

痕跡が残 る。 口縁端部 は

外反 し面取 りが施 され横

方向のハケメが認め られ

た。底部 はヘ ラケズ リ。

2は 土坑の北側 よ り横 に

第 25図  D3号 土坑実測図

倒れた状態で出土。調整 は口縁部 に内外面 ともに ヨコナデ、外面の回頸基部 には横方向の強いナデが

認め られ る。体部は二次焼成 を受け調整 は判然 としない。内面では一部 に ミガキが残 リナデの後 ミガ

キが施 された と思われる。底部 はヘ ラケズ リ。 3は 土坑北側の壁際で横 に倒れた状態で出土。調整 は

9標属γ島,m2T
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口縁部で外面 ヨコナデ、内面 にはハケメが残 り荒い ミガキが施 される。外面 にもヨコナデ以前 に施 さ

れた縦方向のハケメ痕が見 られる。口頸基部 に下か らのヘ ラケズ リが残 る。体部 は外面 にヘ ラケズ リ

が施 され、所 々にわずかにハケメが残 る。内面 は ミガキが残 り、ヘ ラケズ リ後 に荒い ミガキが施 され

た と思われる。底部 はヘ ラケズ リで径が小 さ く安定が悪い。 4は 土坑 中央で横 に倒 れた状態で出土。

比較的小型 の甕で、調整 は口縁部 の内外面 にヨコナデ を施 し、外面 にはその前 に施 された縦方向のハ

ケメが残 る。内面 にはハ ケメが残 る。体部 は外面 に横方向のヘ ラケズ リで、日頸基部 に下か ら縦方向

に向かってのヘ ラケズ リが残 る。内面 は横方向のヘ ラケズ リが行 われる。底部はヘ ラケズ リで径 は小

さい。 これ らの甕類 の表面 には、いずれ も火熱 を受 けた痕跡 を認 め摩耗が激 しい。 5, 6は 土師器器

台である。 どち らも脚が大 きくラッパ状 に広が り 3 4Elの すか し孔 を有 し、杯身は外面の稜か ら口縁が

強 く外反 している。 5は 土坑床上で確認 した大型の礫 の上 に横 になった状態で、杯身 と脚端部の一部

を欠損 して出土。調整 は杯 身で口縁部 は内外面 ヨコナデ、稜 よ り下の体部 は外面ヘ ラケズ リ、内面 は

中央か ら放射状 に ミガキが施 される。脚部 は外面 に縦方向の ミガキ、内面 には横方向のヘ ラナデが見

られる。脚部 に火熱の痕 あ り。 6は 土坑内やや東寄 りの覆土 中か ら脚部の約 2分 の 1を 欠損 して出土。

調整 は杯身で回縁部 は内外面 ヨコナデ、 5と 比 してやや緩やかな稜 よ り下の体部 はヘ ラケズ リが施 さ

れ、内面 は放射状 に ミガキ。脚部 は摩耗 によ リー部 にのみ ミガキが残 る。内面 にはヘ ラナデが見 える。

′ボ
キス|く |ヽ 、ミ`ゃ

、
)キ |´

、デ〔!

|    (114)    19Cm

第 26図  D3号 土坑出土遺物実測図

鼈 4蛛 蘊瓢

1)第 1号柵列 (第 27図 、図版六 )

本遺構 は調査 区東佃1中 央、いええ-5グ リッ ドにかけて位置 し、全体層序第 2層 か ら検 出 された。

形態 は 6基 の柱穴が東西方向に展 開 し、軸の方位 はN-87° ― Eを 示す。規模は東西で10m21 cm、 柱

穴間の寸法 は114cm～ 148cmを 測 る。柱穴の形態は Plが 楕 円形、 P2, 4が 隅丸方形、そのほかはほ

ぼ円形 を呈す る。 P4は 2基 の ビッ トが重複す る形で検 出 され、東側 の ビッ トが新 1日 関係では古い。

多 し`Z ダ

毎 ´

／″一一ヽ
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規模 は最大径で P5の 80cm、 最小径で P3の 44cmを 測る。深 さは18～ 33cmを 測 り口径 に比べて浅い。

覆土 は黒褐色上 で しま り粘性 ともにあ り炭化物 を微量 に含 む。柱痕 は確認 されなかった。

柱穴 内か らの遺物 で図示で きる物 はな くいずれ も土師器 の破片。 P2、 4～ 6で確認 される。 P2,
4で 出土 した甕の体部 と思 われる土師器片 は、薄手で外面 にヘ ラケズ リが見 られいわゆる武蔵甕 と類

似す る。

2)第 2号柵列 (第 27図 、図版六 )

本遺構 は調査 区東側 中央 、 う、え-4グ リッ ドにかけて位置 し、全体層序第 2層 か ら検 出 された。

形態 は 4基 の柱穴がやや東北東 に向かって東西方向に伸 び、軸方位 は N-79° 一 Eを 示す。規模 は東

西で 6m50 cm、 柱穴 間の寸法 は 86～ 201 cmを 測 り、 P3・ 4間 の間隔が他 と比べて短い。柱穴の形態

は P4の みが隅丸方形 を呈 しその他 はほぼ円形。規模 は最大径で P2の 51cm、 最小径で P3の 44cmを

波1る 。深 さは24～ 46cmを 測 る。覆土 は暗褐色土で炭化物、焼土粒子 を含む。 P3に 粘土 ブロックや炭

化物 を多 く含 んだ柱痕 と思 われる層 を確認 している。

遺構 内か らの遺物 で図示 した もの以外では P2か ら土師器杯、甕、 P3か ら須恵器杯、土師器杯の

破片 をを確認 した。 1は 鉄製品で釘。 P3内 よ り出土 した。鉄分が滲出 し表面 を厚 く覆 っている。

3)第 3号柵列 (第 27図 、図版六 )

本遺構 は調査 区東慣1北 寄 り、い～え-3グ リッ ドにかけて位置 し、全体層序第 2層 か ら検出 された。

形態 は 5基 の柱穴が ほぼ東西方向に展 開 し軸方位 は N-84° 一 Eを 示す。規模 は東西で 8m46cm、 柱

穴間の寸法 は124～ 162cmを 測 る。柱穴の形態は Pl～ 3が テラス状 の張出 しを持つ円形、 P4は 歪 ん

だ楕 円形、 P5は 円形 を呈す る。規模 は最大径で P4の 82cm、 最小径 で Plの 63cmを 測 る。深 さは24

～46cmを 測 り口径 に比べ て浅い。覆土 は黒褐色上で しま り粘性 ともにあ り炭化物 を微量 に含 む。 Pl
に柱痕 らしき層 を確認 している。

遺構 内か らの遺物で図示で きる物 はなかった。 P3内 よ り須恵器の破片が出土 している。

柵列 1

A

A

颯

柵列 2
411列 上説        ・

1層  黒褐色土 (10yr2/2)し ま り、粘性

あ り。炭化物微量含む。

2層  褐色土 (10yr4/6)1/ま り、粘性 あ

り。褐色土シル ト地山に近い。

3層  1晴 褐色土 (10yr3/3)し ま りややあ

り。粘性弱。炭化 1勿 、焼土粒子含む。

4層  暗褐色土 (10yr3/4)し ま り、粘性

弱。粘土プロック、炭化物多く含む。

柱痕か。

5層  にぶい黄褐色 (10yr5/4)し ま り、粘

性やや弱。褐色土シル トを多く含む。

柱痕か。

◎ ―
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第 27図 第 1～ 3号柵列実測図

カクラン
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輻 鼈 鬱ッ ト (第 28図、図版六)

宮添遺跡では総数で39基 の ビッ トが検 出 された。検出 された ピッ トは住居址 と重複関係 にあるもの

が存在す るが、いずれ も新 1日 関係では ピッ トの方が新 しい。 これ らの ビッ トは傾 向 として調査 区東側、

特 に中央部 に集中 してお り、そのほかでは調査区西南の端で しか確認 されない。形態 は円形や楕円形、

あるいは隅丸方形 を呈 し、規模 は径 20～ 50cm、 深 さ10～ 50cmを 測 るものが主流である。覆土は黒褐色

土あるいは暗褐色土で、焼土 ・炭化物粒 を含 む ものが多 く見 られた。

各 ピッ トの規模 、出土遺物等 については ビッ トー覧表 に記 した。遺物 で図示で きるものは P3よ り

出土 した鉄製品 1点 のみである。 P4か らは青磁 の破片が出土 している。青磁 については巻頭図版 を

参照 されたい。

ヽ

(1 :200) (1:3)

第28図 宮添遺跡ピット実測図

Ｐ３

０

鼈 蜻蛛 之螂贄纂繭血冬夢晰 (第29図、図版十)

1、 2は 遺構検 出時 に確認 された須恵器不で 4分 の 1の 出土。底部 は右 回転糸切 り。 2は 底部のみ

の出土で右 回転糸切 り。 3は 遺構検 出時 に確認 された須恵器甕で口縁 の破片のみでの出土。外面 は ヨ

コナデだがその前 に施 された平行 タタキメが残 る。内面 は ヨコナデである。 4は 土師器甕でい-5グ

リッ ドよ り口縁 か ら体部の一部分のみ出土。口縁 は外面 ヨコナデで口頸基部 に縦方向のハ ケメが残 る。

内面 は横方 向のハ ケメ、体部 は内外面 とも横方向のヘ ラケズ リ。 5は Hl号 住居址 を切 る攪乱の内部

よ り出土 した土師器甕の口縁部の破片。 口縁の外面 は ミガキが施 され、内面 は ヨコナデ。 6は か… 6

グリッ ドか ら出土 した破片が接合 した高杯 の脚上半部である。外面 は縦方向にハケメを施 し、内面 に

はヘ ラナデが見 られる。 7は 、か -6グ リッ ドか ら出土 した破片が接合 した台付甕の脚部である。外

（ｕ）　
け
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面 はヘ ラナデが施 されるが一部甕の体部 との接合部分付近 にヘ ラナデの前 に行 われたハ ケメが残 る。

内面 はヘ ラナデ。脚部の接地部分 を内側 に巻 き込む ように成形 している。

閻雉へ
6`

第 29図 遺構外出土遺物実測図

宮添遺跡住居址一覧表

竪穴状遺構一覧表

土坑一覧表

柵列一覧表

ピットー覧表

遺構名 形 態
規模 (ぽ 、cm)

主軸方位 カマ ド 柱  穴 床の状態 備  考
面積 北壁 東壁 南 壁 西壁 深 さ

Hl (方形 ) (13.37) に15) N-32°  ―VV 2(3) 全体的に硬質 カマ ド脇に貯蔵穴

H2 (方形 ) (3.95) (136) (197) N-70° ―E 全体的に硬質

H3 全体的に硬質 床面のみ出±。焼土確認。

H4 方 形 9.22 282 N-64° ―E 東 全体的に脆弱

遺構名 形態
規模 (ぽ、cm)

主軸方位 柱 穴 床の状態 備  考
面積 北壁 東壁 南壁 西 壁 深 さ

Tal 方形 (31.85) (338) N-11° 一E 一部のみ貼床確認 攪舌Lに よリー部破壊

Ta2 (方形 ) (7.85) (159) (163) N-87° ―E 1 やや軟質 北東コーナーに焼土塊

遺構名 検出位置 平面形態
規模

長軸方位 備  考
長軸長 短軸長 深 さ

Dl っ-2・ 3 楕 円 形 N-4° ―W
D2 え-3・ 4 円   形 N-25°  ―ヽV

D3 い-6 隅丸方形 N-62° ―E 土師器甕 4点、器台 2点出土

遺構名 検出位置
検出
本数

ピット間隔
(cm)

ピット規模 規模
(m)

主軸方位 備  考
径 深 さ

1 い～え-5 80～ 44 18-33 10.21 N-87° ―E

う。え-4 4 86～ 201 24～ 46 N-79° ―E 鉄製品を出土

v).--i* 3 124～ 162 82～ 63 24～ 46 N― 〔ぽ ―E

検出位置
規模

覆 土 出土遺物
径 深 さ

1 い-4 31× 28 黒褐色土(10Y R2β)黒色シルト多、炭化物・焼土微含。 土師器発破片出土

い-4 黒褐色土(10Y R2/3)黒 色シル ト多、炭化物・焼土微含。 土師器破片出土

い-4 黒褐色土(10Y R2/3)黒 色シルト多、炭化物・焼土微含。 土師器破片、鉄製品出土

あ-4 33× 21 黒褐色土(10Y R2/3)黒 色シル ト多、炭化物・焼土微含。 青磁破片出土

い-3 42× 34 黒褐色土(10Y R2/3)黒 色シルト多、炭化物微含。

い-3 41× 36 黒褐色土(10Y R2/3)黒 色シルト多、炭化物微含。 土師器破片出土

い-3 黒褐色土(10Y R2β)黒色シルト多、炭化物微含。 須恵器破片出土
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い-4 48× 33 黒褐色土(10Y R2/3)黒色シルト多、炭化物微含。 土師器破片出土

い-4 黒褐色土(10Y R2/3)黒色シルト多、炭化物微含。

い-4 44× 38 黒褐色土(10Y R2β)黒色シルト多、炭化物微含。

い-4 黒褐色土(10Y R2/3)黒色シル ト多、炭化物微含。

い-3 黒褐色土(10Y R2β)黒色シルト多、炭化物微含。

い-4 25× 22 黒褐色土(10Y R2β)黒色シルト多、炭化物微含。

う-4 黒褐色土(10Y R2/3)黒色シルト多、炭化物微含。

う-4 黒褐色土(10Y Rン3)黒色シル ト多、炭化物微含。 須恵器破片出土

う-3 暗褐色土(10Y R4/3)炭化物を微量に含む。 土師器破片、須恵器杯出土

う-3 暗褐色土(10Y R4/3)炭化物を微量に含む。 土師器破片出土

う-4 黒褐色土(10Y R″3)炭化物を微量に含む。

う-3 56× 44 暗褐色土(10Y R3/4)炭化物、径2～ 3nllllの 焼土多含。 土師器破片、須恵器杯出土

え-3 54× 48 暗掲色土(10Y R3/4)炭化物を微量に含む。 土師器、須恵器破片出土

え-4 暗褐色土(10Y R3/4)炭化物、焼土を多量に含む。

え-3 33× 29 暗褐色土(10Y R3/4)炭 化物を含む。 土師器破片出土

え-2 暗褐色土(10Y R3/4)炭 化物、焼土を多く含む。 須恵器、土師器破片出土

え-4 Π音褐色土(10Y R3/4)焼土を微量に含む。

え-3 27× 22 暗褐色土(10Y R3/4)焼上を微量に含む。

え-3 29× 35 暗褐色土(10Y R3/4)焼土を微量に含む。

え-3 38× 32 暗褐色土(10Y R3/4)焼土を微量に含む。

く-7 暗褐色土(10Y R3/3)

く-7 48× 37 黒褐色土(10Y R2/2)炭化物、焼土を微量に含む。 土師器甕破片出土

く-7 暗褐色土(10Y R3β)炭化物、焼上を微量に含む。

く-7 暗褐色土(10Y R3/3)炭 化物、焼土を微量に含む。

く-7 51× 44 暗褐色土(10Y R3/3)炭 化物、焼土を微量に含む。

き-7 黒褐色土(10Y R2/3) 土師器破片出土

く-7 黒褐色土(10Y R2/3)

い-4 黒褐色土(10Y R2β )

あ-3 黒褐色土(10Y R2β )

い-3 暗褐色土(10Y R3/4)炭化物を含む。

い-3 黒褐色土(10Y R2/3)

い-4 黒褐色土(10Y R2/3)

富添遺跡出土遺物観察表

Hl号住居址

挿図

番号
器 種

法量 (cm) 土

調

胎

色
調整    く外面〉

く内面〉
備 考

口径 底径 器高

8-1 須恵器

杯

2nllll以 下の赤色粒子少量含む

灰白色 (7.5y r8/2)

杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ

胎土軟質

8ヽ-2
須恵器

蓋

lnull以 下の黒色粒子微量含む

灰色 (5y5/1)

ロクロナデ

ロクロナデ

8-3 須恵器

高杯

lnllll以下の白色粒子少量含む

灰色 (5yツ 1)

ロクロナデ
ロクロナデ

脚部のみ出土

8-4
土師器

杯

lnlnl以下の白色粒子少量含む

橙色 (5y r7/6)
杯部ヘラケズリ

ヘラナデ

8-5 土師器

不

lnlll以 下の自色粒子含む

橙色 (5y r7/8)

口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ

内面 ミガキ

内面黒色処理

8-6 土師器

杯

3nlll以 下の黒色粒子微量に含む

橙色 (2.5y r7/6)

口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ
ヨコナデ   摩耗激しく不明

8-7 土師器

杯

lnllll以下の白色粒子微量に含む

浅黄橙色 (7.5y r8/4)

口縁部ヨヨナデ・体吉6ヘ ラケズリ
ヨヨナデ   ヘラケズリ

二次焼成有り

8-8 土師器

'不

3111111以 下の自色粒子少量含む

橙色 (2.5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ミガキ

8‐-9
土師器

杯

lnlnl以 下の白色粒子少量含む

橙色 (5y r6/6)
体部ミガキ・体部下半部ヘラケズリ

ロ縁部ヨヨナデ・体部ミガキ
内面に暗文を認める

8-10
土師器

杯

2mm以 下の赤色粒子少量含む

橙色 (5y r7/6)
口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

ヨヨナデ   ヘラケズリ

8-11
土師器

杯
13.2

3nml以下の赤色粒子少量含む

灰白色 (10y r8/2)
口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

8-12
土師器

杯

2ninl以 下の石英、雲母片多量含

橙色 (2.5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ

摩耗激しく不明

8-13
土師器

杯

lllllll以 下の白色粒子多量に含む

橙色 (5y r7/8)
口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

内面 一部にのみミガキが残る

8-14
土師器

甕

lnllll以下の雲母片微量含む

橙色 (7.5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ハケメ

ヨヨナデ   ハケメ

二次焼成有り

8-15
土師器

甕

3nlnl以 下の自色粒子少量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/6)

日縁部ヨコナデ、口頸基部に指圧痕・体部ヘラケズリ

ロ縁部ハケメ・体部ヘラケズリ

8-16
土師器

甕

lnlnl以下の白色粒子を含む

淡橙色 (5y r8/4)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラケズリ
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挿図

番号
器 種

法量 (cm 土

調

胎

色

調整    く外面〉

く内面〉
備 考

口径 底径 器高

8--17
土師器

甕
26.0

3nlnl以 下の白色粒子を含む

橙色 (7.5y r7/6)

田縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラケズリ

8-18
土師器

甕
23.0

2nlnl以 下の白色粒子を含む

浅黄橙色 (7.5y r8/4)

口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ

ヨコナデ   ヘラナデ

8-19
土師器

甕
20.8

2nml以下の白色粒子を含む

浅黄橙色 (7.5y r8/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

ヨコナデ   ヘラナデ

8--20
土師器

甕

2■m以下の白色粒子少量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/4)

日縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ

ヨコナデ   ヘラナデ

8-21
土師器

甕
202

2nlnl以 下の白色粒子を含む

橙色 (2.5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラナデ

8--22
土師器

甕
19.0

5nlnl以 下の粒子を少量含む

浅黄橙色 (75y r8/6)

口縁部ヨコナデ後一部ヘラケズリ・体部ヘラケズリ

ロ縁部ヨコナデ・体部ハケメ

8--23
土師器

甕
20.0

3nllll以 下の白色粒子を含む

浅黄橙色 (7.5y r8/3)

口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ

ヨコナデ   ハケメ

二次焼成有 り

8--24
土師器

甕

3nlll以 下の自色粒子を少量含む

灰白色 (7.5y r8/2)

口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラナデ

8-25
土師器

甕

5剛 以下の赤色粒子を多量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/4)

体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ
ヘラケズリ

8--26
土師器

甕

lllnl以 下の白色粒子を含む

浅黄橙色 (10y r8/4)
体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ後ナデ

ヘラナデ

8--27
土師器

甕

2nlnl以 下の白色粒子を多量含む

浅黄橙色 (10y r8β )

体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ後ナデ
ヘラケズリ

二次焼成有 り

8--28
土師器

甕

2null以 下の白色粒子を多量含む

にぶい黄橙色 (10y r6/4)
体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ

ヘラナデ

二次焼成有 り

9--29
土師器

小型甕
146

2nlll以 下の白色粒子を多量含む

橙色 (5y r7/8)

口縁部ハケメ・体部ヘラケズリ
ヨコナデ  ヘラナデ

二次焼成有り

9--30
土師器

小型甕

lnllll以下の白色粒子少量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/6)

口縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ

ロ縁部ヨコナデ・口頸基部にヘラケズリを残しヘラナデ

9--31
土師器

小型甕

lnlnl以 下の自色粒子少量含む

橙色 (5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

コヨナデ・体部ヘラナデ

9--32
土師器

小型発

lmm以下の白色粒子微量含む

橙色 (5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

ヨコナデ   ヘラケズリ後ナデ

9-33
土師器

15.6
lnml以下の赤色粒子微量含む

浅黄橙色 (10y r8/4)

目縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

ヨヨナデ   ハケメ

二次焼成有り

9--34
土師器

亜

lnlnl以下の白、黒色粒子少量含む

橙色 (5y r6/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

ロ縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ上端にハケメ残る

9--35
土師器

J宛

1皿1以下の白色粒子を多量含む

にぶい橙色 (7.5y r7/4)

口縁部一部に指圧痕・体部ヘラケズリ・底部周辺指圧痕

口縁部指圧痕・体部ヘラケズリ

内面赤彩

9--36
土師器
婉

3nllll以 下の白色粒子を多量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/6)

体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ
ハケメ

内面赤彩

9-37
土師器

高杯

lmm以下の白色粒子微量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/4)

杯目縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ・脚上半ヘ

ラケズリ・下半ヨヨナデ。

杯目縁部ヨコナデ・体部は摩耗により不明・脚部
ヘラナデ・脚端部ヨヨナデ

二次焼成有り

H2号住居址

11-1

須恵器

杯

lnlnl以 下の白色粒子を少量含む

灰色 (N5/0)
杯部ロクロナデ

ロクロナデ

11-2
須恵器

鉢

llllnl以下の白色粒子を含む

灰白色 (7.5y71)
杯部ロクロナデ

ロクロナデ

火欅有り。一部焼成が甘く|

ぶい橙色(5y r6/3)を 呈す

H3号住居址

13-1
土師器

甕

lnlnl以 下の白色粒子を含む

淡黄色 (2.5y8/4)

|コ縁部ハケメ後ヨコナデ、日頸基部に下よリヘラケズリ
ハケメ・体部ヘラケズリ後ミガキ

H4号住居j■

挿図

番号
器  種

法量 (cm) 胎

色

土

調

調整     く外面〉

く内面〉
備 考

口径 底径 器高

16-1
須恵器

杯

径lnlll以 下の黒色粒子含む

灰黄色 (2.5y7/2)

杯部ロクロナデ・底部回転ヘラ切り
ロクロナデ

16--2
土師器

甕

径3nlnl以 下の白、赤色粒子多含む

橙色 (7.5y r6/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラナデ

16--3
土師器

甕
232

径lnllll以下の白色粒子含む

橙色 (2.5y r6/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラナデ

16--4
土師器

甕

径lnLnl以下の白色粒子少量含む

にぶい赤褐色 (5y r5/4)

目縁部ヨコナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラナデ

16-5
土師器

甕

径lnlnl以 下の白色粒子を含む

明褐色 (7.5y rツ6)

体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ
ヘラナデ
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挿図

番号
器 種

法量 (cm) 土

調

胎

色

調整    く外面〉

く内面〉
考備

口径 底径 器高

16--6
土師器

台付甕

1酬 以下の白色粒子を多量含む

橙色 (5y r6/6)
体部ヘラケズリ

ヘラケズリ
高台と体部の接合部分に
ヨヨナデ

16--7
土師器

甑

3nlnl以 下の自色粒子を含む

赤橙色 (10r6/6)
体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ

ヘラナデ
底部に94固 の孔有り。

16--8
土師器

小型甕

3nlnl以 下の赤、白色粒子多量含む

橙色 (7.5y r6/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ・底部ヘラケズリ
ヨヨナデ  ミガキ

内面黒色処理。放射状の

暗文有り。

Tal号竪穴状遺構

18-1 須恵器

杯

lnlll以 下の白色粒子を含む

灰褐色 (7.5y r5/2)

杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ

焼成甘い

18-2 須恵器

杯

lmm以下の白色粒子少量含む

灰色 (7.5y4/1)

外部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ

焼成甘い

18‐-3 須恵器

杯

lnllll以下の自色粒子少量含む

灰色 (10y6/1)
杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り

ロクロナデ

18-4 須恵器

杯

lnlnl以 下の白色粒子少量含む

灰色 (N6/0)
杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り

ロクロナデ

一部焼成甘く灰白色(5y
r8/2)を呈する

18-5 須恵器

杯

lmm以下の黒色粒子少量含む

灰白色 (7.5y8/1)

杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ

内面二次焼成有り

18--6
須恵器

杯
14.2

lnul以下の白色粒子少量含む

灰色 (5y6/1)
杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り

ロクロナデ

18--7
須恵器

不

lnnl以下の白色粒子少量含む

灰色 (7.5y6/1)

杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ

18--8
須恵器

杯

lnlnl以下の焼土粒子含む

淡橙色 (5y r8/4)
不部ロクロナデ

ロクロナデ

焼成甘υ

18--9
須恵器

杯
14.2

lnlnl以下の白色粒子少量含む

灰白色 (2.5y7/1)

14N部 ロクロナデ

ロクロナデ

18--10
須恵器

高台杯

lnlnl以 下の白色粒子少量含む

灰黄褐色 (10y r6/2)
杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り後ヘラナデ、高台付

ロクロナデ

18-11
須恵器

甕
21.6

lnllll以下の白色粒子含む

灰色 (7.5yツ 1)

口縁部ヨヨナデ
ヨコナデ

18--12
土師器

杯

2null以 下の赤色粒子多量含む

淡橙色 (5y r8/4)
口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

ヨコナデ   ミガキ
内面黒色処理、暗文を認

める

18--13
土師器

甕

lnlnl以 下の白色粒子含む

橙色 (5y r6/8)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
ヨヨナデ   ヘラナデ

18--14
土師器

甕

lnlnl以 下の白色粒子少量含む

浅黄橙色 (7.5y r8/6)

口縁部ヨヨナデ・脅轄6ヘ ラケズリ
ヨコナデ   ヘラナデ

18--15
土師器

甕
21.2

lnlnl以下の黒色粒子多量に含む

橙色 (5y r7/6)

口縁部ヨヨナデ・体部ヘラケズリ
コヨナデ   ヘラナデ

Ta2号竪穴状遺構

21-1
土師器

鉢

lmm以下の白色、黒色粒子多含む

橙色 (7.5y r76)

口縁部ヘラケズリ・体部ヘラケズリ

ミガキ     ミガキ
外部のごく一部に赤彩の

痕跡有り

21-2 須恵器

杯

1皿 以下の白色粒子を少量含む

灰白色 (2.5y8/2)

杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ

Dl号土坑

23-1 須恵器
杯

lnlnl以下の白色粒子を少量含む

灰色 (10 y ro/1)

杯部ロクロナデ・底部右匡1転糸切り
ロクロナデ

D3号土坑

26--1
Jll市器

甕
23.0

inlnl以 下の白、黒粒子微量含む

橙色 (7.5y r7/6)

口縁部ハケメ後ヨコナデ・体部ハケメ後ヘラケズリ

ロ縁部ハケメ後ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

口頸基部にヘラケズリ残る。
二次焼成有り

26--2
土師器

甕
16.0 20.5

2nml以下の砂礫を多量含む

橙色 (10y r8/6)

口縁部ヨヨナデ、匡I頸基部に強いヨヨナデ・体部不明

日縁部ヨヨナデ・体部ナデ後ミガキ

園頸基部にヘラケズリ残る。
二次焼成有り

26-3 ±1市 器

甕
19.2

lmm以下の白、黒色粒子微量含む

橙色 (5y r6/8)
口縁部ハケメ後ヨコナデ・体部ハケメ後ヘラケズリ

ロ縁部ハケメ後ミガキ・体部ヘラケズリ後荒いミガキ

口頸基部にヘラケズリ残る。
二次焼成有り

26--4
土l市 器

甕
15.7

llllnl以下の白、黒色粒子微量含む

橙色 (5y r7/6)
口縁部ハケメ後ヨヨナデ・体部ハケメ後ヘラケズリ

ロ縁部ハケメ後ヨヨナデ・体部ヘラケズリ

口頸基部にヘラケズリ残る。
二次焼成有り

26--5
土師器

器台

1剛 以下の白色粒子少量含む

黄橙色 (7.5y r8/8)

杯部口縁部ヨコナデ、体部ヘラケズリ・脚部ミガキ

杯部口縁部ヨヨナデ、体部ミガキ・脚部ヘラナデ

二次焼成有 り

26--6
土師器

器台
12.7

lnlnl以 下の黒色粒子微量含む

浅黄橙色 (75y r8/4)
杯部口縁部ヨヨナデ、体部ヘラケズリ.llAl部 ミガキ

杯部口縁部ヨヨナデ、体部 ミガキ・脚部ヘラナデ

遺構外出土遺物

29--1
須恵器

杯

lm以下の白、黒色粒子多く含む

灰色 (10y6/1)
杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り

ロクロナデ

29‐
―-2 須恵器

杯

lnlll以 下の白色粒子少量含む

灰白色 (10y ηl)

杯部ロクロナデ・底部右回転糸切り
ロクロナデ
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挿図

番号
器 種

法量 (cm) 胎

色

土

調

調整     く外面〉

く内面〉
備 考

口径 底 径 器高

29--3
須恵器

甕

lnlnl以 下の黒色粒子含む

青灰色 (5P B6/1)

日縁部タタキメ後ヨヨナデ
ヨコナデ

29--4
土師器

甕

1剛 以下の白色粒子多量に含む

橙色 (7.5y r7/6)

口縁部ハケメ後ヨコナデ・体部ヘラケズリ
ハケメ        ヘラケズリ

二次焼成有 り

29--5
土師器

甕

lnlnl以 下の白色粒子含む

浅黄橙色 (7.5y r8/4)

口縁部ミガキ
ヨヨナデ

29--6
土師器

高杯

2nlnl以 下白色粒子、雲母片多含む

橙色 (5y r7/6)
脚部ハケメ

ヨコナデ

29--7
土師器

台付甕

lnlnl以 下の自色粒子多量含む

橙色 (2.5y r7/6)

脚部ハケメ後ヘラケズリ
ヘラケズリ

金属製品観察表

挿図番号 器 種 材 質 特 徴

18--17 銅 貨 祥符元賓 (1008)。 表面はやや摩滅している。真書。

19--18 鎌 鉄 全体に強く錆が付着。

21-3 釘 鉄 全体に強く錆が付着。

27-1 釘 鉄 全体に強く錆が付着。

28--1 釘 鉄 全体に強く錆が付着。

鉄滓 多孔質で、鉄分を含んでいる。最大径3.4cm、 重量22goT al出 土

石製品観察表

挿図番号 器 種 材  質 特 徴

9--38 llK 石 軽  石 円形。全面に使用痕を認める。

18--16 砥  石 砂 岩 方形。四方に使用痕を認める。

玉類観察表

挿図

番号
器 種 材 質

最大径

(cm)

穴径

(cm)

最大厚

(cnl)

重量

(g)
欠損状態

出土

位置
備 考

9--39 管 玉 碧 玉 完形 Hl床直

9--40 管 玉 碧 玉 完形 Hl床 直

9-41 管 玉 碧  玉 完形 Hl床直

9--42 管  玉 碧 玉 2.93 完形 Hl床直

9--43 管 玉 碧 玉 側面に一部欠損 Hl床直

9--44 管  玉 碧 玉 2.27 完形 Hl壁際

9-45 管 玉 碧 玉 2.11 完 形 Hl床 直

9-46 管  玉 碧 玉 1.09 完形 Hl床 直

9--47 管 玉 碧 玉 1.74 完形 Hl堀 方

9--48 臼 玉 滑  石 0.25 0.12 完形 Hl床直

9-49 臼  玉 滑  石 0.15 0.23 一部欠損 Hl堀方

9-50 土  玉 土製品 3.43 完形 Hlカ マ ド

16-9 ガラス月ヽ玉 ガラス 0.15 完形 H4床直

16‐-10 臼 玉 滑  石 0.55 0.15 ほぼ完形 H4堀方
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儡膵鶉 颯 鱚

鼈 颯祓 ド鰊蜀畿と雹

本遺跡 の発掘調査 によつて確認 された遺構 ・遺物 についての所見 を述べ てまとめ としたい。 なお、

D2号 土坑出土の人骨 について長野県看護大学教授多賀谷 昭氏 に鑑定 を依頼 した。その結果報告 は次

節 を参照 されたい。

調査対象地内か ら検 出された遺構 は竪穴住居址 4軒 、竪穴状遺構 2軒 、土坑 3基 、柵列 3列 、 ビッ

トが合計 39基 である。各遺構の所産時期 を出土遺物 などか ら勘案すると、以下の ようになった。

Hl号 竪穴住居址

出土 した遺物 の形態 を観察すると、不では内面 に陵 を有 し口縁 を外反 させ る古墳時代 中期、いわゆ

る「和泉期」 に見 られる形態 を持つ もの と、古墳時代後期 「鬼高期」 に見 られる須恵器杯蓋模倣不の

両者 を認 める。甕 は口縁部の外反が弱い ものが多 く、鬼高期 の前葉 に当たるもの と思 われる。 これ ら

か ら本住居址 は和泉期末か ら鬼高前期頃、おそ らく主体 は鬼高前期、 6世 紀前葉の所産であると思 わ

れる。

H2号 竪穴住居址

出土遺物 は量が少 な くまたそのほ とん どが破片であるため遺構の正確 な所産時期 を知 る事 は難 しい。

回転糸切 りの底部 を残す須恵器杯破片や ロクロ成形 の土師器杯破片、土師器の高台付坑 底部の破片 な

どが数点見 られることか ら、平安時代 9世 紀前半以降の所産 と思 われる。

H3号 竪穴住居址

出土 した遺物の中で図示で きた土師器甕 は、その形態、調整方法 などか ら古墳時代前期後半の もの

と考 え られる。 また本住居址周辺か ら検 出時 に確認 された台付甕脚部や、本住居 l■ を切 るTa2内 か

ら出上 した土師器鉢 と年代的矛盾 はな く、 これ らも本住居址 に関係す る遺物である と思われる。

H4号 竪穴住居址

出土 した須恵器杯 は底部 に回転ヘ ラケズ リが見 られる。土師器甕は比較的厚手で縦方向のヘ ラケズ

リを施す甕 と、口縁部 に最大径 を持つ薄手 の長胴甕 を認 める。 これ らの形態か ら本住居址 は奈良時代

8世 紀第 1四 半期 の所産 と思われる。

竪穴状遺構

Tal号 竪穴状遺構 か ら出土 した須恵器杯 などは平安時代 9世 紀前半代 の ものが ほ とん どである。

しか し、 これ らは概 ね /42土 中か ら出上 してお り覆土 に混入 した物の可能性があ り、比較的状態の良好

な床上か ら古銭が出土 していることや遺構 の形状等か ら考 えて、本遺構 は古銭の鋳造年である11世 紀

前半以降の所産であると思われる。 Ta2号 竪穴状遺構 では覆土内か ら出土 した遺物 に時期的な矛盾

が大 き く正確 な所産時期 は知 り得 ない。青磁破片の出土か ら中世の所産 と考 えるが遺物の出土状況 に

確定的要素 はな く断定 はで きない。

土坑

Dl号 土坑か ら出土 した須恵器杯 は平安時代 9世 紀の もので土坑の所産 も同様 と見ていい。 D2号

土坑 は時期 を確定で きる遺物の出土が な く所産年代 を知 り得 ない。 D3号 土坑か ら一括 して出土 した

甕 と器台 は、その形態か ら古墳時代前期後半 にその所産 を求めることがで きる。

柵列

第 2号 柵列 についてはH4号 住居址 との重複関係 か らH4号 住居址の所産時期 である 8世 紀第 1四

半期 よ りも後 に作 られた もので、 P3か ら出土 した須恵器杯 は 8世紀第 3四 半期 の所産 と思われ重複

関係 との矛盾 もない。他 の柵列 について も出土 した遺物 はその形態か ら平安時代 の物 と思われるが、

すべ て破片での出土で点数 も少 ない ことか ら正確 な所産時期 を知 ることは難 しい。

柵 allの 正確 な用途 は不明である。本遺跡が沖積微高地上の南端 に立地す る事か ら沖積低地 に面 して

作 られ、北側 の微高地上 に柵列 を伴 う施設や柵列 に関係す る空 間の存在の可能性 も考 えられるが、想

像 の域 を出ない。

ビッ ト

これ らの所産時期 については、出土 した土器片等 を勘案す る と、平安時代の もの と考 え られる。 し

か し、 P4よ り青磁破片が出土 していることか ら、その所産が中世 まで下 るもの も存在す る可能性が

ある。
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宮添遺跡 と同 じ微高地上で調査 された市道遺跡 I, Ⅱでは、古墳 時代 中期か ら奈良、平安時代 にか

けての集落の存在が明 らかになった。本遺跡で認 め られた遺構 はその様相 とほぼ合致 してお り本遺跡

周辺で展開す る集落の一部であろう。その中で、今回の調査 で発見 された遺構 。遺物の中で特質的な

D3号 土坑 出土遺物 について最後 に述べたい。

D3号 土坑 か ら出上 した甕、器台は上信越 自動車道の開発事業 に伴 う長野市松原遺跡の報告書で示

されている土器分類 (青 木一男 1998)に 当てる と甕 は北陸地方 に系譜 を求め られる外来型の「ハケ

メ調整 く字甕」 に前時代 か らの手法であるヘ ラ ミガキが施 される甕 G類 に、器台は内面の稜が明確 な

屈折部 を持 ち口縁部が強 く外反す る器台 B2類 に当たる。 これ らは長野盆地南部の土器編年 に当ては

める と松原遺跡様式 4、 北平編年 (青 木一男 1996)6期 、古墳時代前期後葉の物 となる。 また佐久

地域で出上 している古墳時代前期の土器 と比較す ると、器台 B類 に該当する器台が瀧の峯古墳群 にお

いて出土 してお り共伴す る甕の形態、施 された赤彩 などか ら土坑出土の器台に先行す る物 と思 われ、

4世紀後半代 とい う古墳 の所産時期 と考 えて古墳時代前期後葉 とい うD3号 土坑出土遺物の所産時期

に大 きな誤差 はない と考 える。

D3号 土坑 と同 じ古墳時代前期後半の所産 としたH3号 住居址 か ら出土 した甕 も、前述の G類 に当

たる物で、 H3号 住居址付近で検出 された土師器台付甕底部や Ta2号 竪穴状遺構 に混入 した土師器

鉢 とともに、 D3か ら出土 した遺物 とほぼ同時代 の物 と考 える。出土例 は多 くないが、佐久地方で確

認 されている古墳時代前期の土器 と比較す る と、新海坂遺跡 Hl号 住居址 において D3出 土器台 と同

じB2類 に属す る器台 とTa2に 混入 した土師器鉢 と類似する鉢、 またハケメ調整で体部下半 と内面

に ミガキを有す る くの字甕が出土す る。西裏 ・竹 田峯遺跡第 4号溝状遺構で も甕 G類 と土師器鉢が共

伴 してお り、 D3号 土坑 とH3号 住居址 は同時代 の所産 と考 える 6

前述 した通 り佐久地方では古墳時代前期 の発掘調査例が少 な く、宮添遺跡周辺 において も確認 され

た住居址 は古墳時代 中期 までである。沖積微高地の中心ではな く、低沖積地 に面 した南端 に確認 され

た古墳時代前期 に当たる土坑 と住居址 は、当地 において古墳時代前期の集落が存在す る可能性 を示 し

ている。今後 の調査 によって、 この時期の様相 の解明が進 むことを願 うものである。
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鼈炒蛛 釉瘤之晰からぬ立した人鍮‡通つい写

長野県看護大学 多賀谷 昭

長野県佐久市の宮添遺跡で1999年 に行われた同市教育委員会による発掘で、人骨一体が出土 してい

る。人骨が出土 した第 2号土墳からは時代の手がか りとなる遺物が他に発見 されていないので正確な

時代は不明であるが、付近の土墳内から出土 した遺物の年代からみて、古墳時代から平安時代の人骨

と推定される。土墳は直径約 1メ ー トルで円形に近 く、土墳内の北西部 には10c m× 23c mの 石が存

在する。検出された人骨は少量で、保存状態 も不良であるが、 4本の永久歯の歯冠部が比較的よく保

存 されてお り、被葬者の性、年齢 を推定することができた。

<残存部位 >
残存す る部位 は下顎骨 と長骨で、何 れ も小片 となってお り、非常 に もろい。同定で きた骨 は次のA

か らDで 、同一個体 の もの と考 えて矛盾 はない。

A.歯 根が残 る歯槽部 を含 む下顎骨の破片多数 と、下顎左 の大歯か ら第 1大 臼歯のほか、前歯の一部

と思 われる破片が存在す る。おそ らく検 出時には歯 は下顎骨 に釘植 していた と思われる。 また、

第 1大 臼歯 の遠心惧1に は近心側 と同程度の隣接面磨耗が存在す るので、第 2大 自歯 も存在 してい

た と考 え られ る (図 版一)。

B.右 大腿骨の骨体 中央部 よ りやや上の部分で長 さ13c mで ある。

C.右 腰骨の骨体 中央部付近で長 さ 8cmの 破片である。

D。 大腿骨の骨体 の中央部付近 と推定 される破片で Bと Cの 上 に載 った形で検 出 された。

<埋葬姿勢 >
Aの 下顎骨 と歯 は、土墳内北西部 に置かれた石の近 くか ら出土 し、大腿骨 と肛骨が南東部か ら出土

しているので、頭 を石の付近 に置いて埋葬 されていた と推定 される。 Bの 右大腿骨 とCの 右肛骨 とは

並 んで検 出 されてお り、 また、出土 したが同定で きなかった長骨の位置 か ら、膝 を強 く屈 した状態で

埋葬 されていた もの と推定 される。

<性層U>
歯 は全体 に小 さい。右大腿骨 の粗線付近 は破損 しているが、 きゃ しゃで柱状性 は見 られない。 これ

らのことか ら被葬者 は女性 と推定 される。

<年齢 >
Aの 下顎左 第 1大 臼歯の咬耗 はほぼ咬頭 間溝 に達 し、唇倶I遠 心 に lmm× 3mmの 象牙質の露出が

見 られる。下顎左犬歯 も歯冠の高 さが70%程 度 に摩滅 してお り、咬合面 には象牙質が全体 に露出 して

いる。 これ らの ことか ら、年齢 は30代 と推定 される。
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宮添遺跡出土の歯

上から順に、左下顎大歯、第 1小臼歯、第 2小臼歯、第 1第 自歯 (倍率 400%)
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