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昭和 45年 12月 ,町道小里長根線道路工事中 に8世紀 は じめの もの と推定 され る須

恵器の窯肋 を発 見 いた しま した。 この遺跡 は全国遺跡台帳 にも記載 されて いないも

ので あ り,宮城県古川高等学校教諭佐 々木茂槙氏 に依頼 し調査 を行 った結果,東北

古代史 の解 明 に極 めて重要 な遺跡で あることが判明いた しま した。

涌谷町教育委員会 は,こ の遺跡 の もつ歴史 的意義 を明 らかにす るため,宮城県 多

賀城跡調査研究所長 岡田茂弘氏 に調査 の指導 を依頼 し,宮城県古川高等学校教諭 佐

々木茂禎氏 および宮城県 多賀城跡調査研究所技師桑原滋郎氏 を担当者 として,46年 8

月,48年 5月 に発掘調査 を実施 い た しました。その調査結果 につ きま しては既 に
,

調査報告書 「長根 窯跡 」「長根窯跡群 H」 「長根 窯跡群緊急調査概報」 と して,学界

に報告 されてお ります が,こ の度,宮城県 多賀城跡調査研究所研究員桑原滋郎氏 お

よび東北大学大学院 辻 秀人氏のお手 を煩 わ し,発掘調査報告書 「長根 窯跡群 III」 と

して,そ の調査 の成果 を集成 し,発表す ることにいた しま した。学術 資料 と して ,

広 く御活用いただ ければ幸 い と存 じます。

尚,本報告書 を発行す るにあた り,御多忙 の中,御援助 をいただ きま した多 くの

方 々 に厚 く御礼 申 し上 げます。

日召和51年 3月

涌谷町教育委員会

教育長 百 六   郎



宮城県県 退 田那涌谷町小里

長 根 窯 跡 調 査 報 告 書

桑 原 滋 郎

辻   秀 人
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窯跡群の位置

長根窯跡群 は,宮城県の北部 ,遠田郡涌谷町小里字長根南の地内 に存在す る。涌谷町 に

は,世 に名高い天平産金追跡 (涌谷町黄金迫 :黄金山神社 )がある。県道仙台一気仙沼線

を通 って,箆嶽丘陵南麓 にある天平産金追跡 をみて さらに北上 し,丘陵 をこえてその北麓

にある/」 里ヽ部落 にいたると, 眼前1.2kmほ ど耳し方 1こ 東西 5 km, 巾約400mの糸田長 しヽ長根丘陵

を望 む ことがで きる。 この長根丘陵 は,遠田郡 田尻町の大貫丘陵 か ら派生 した小丘陵で ,

砂礫 ない し粘土 を主体 とした新第二紀鮮新世の地層で構成 されてお り,丘陵の標 高は20m

前後で ある。長根窯跡群 は,こ の長根丘陵の南斜面 にある (第 1図 。第 2図
)。

Ⅱ 調 査 経 過

涌谷町の長根丘陵 に窯跡群 が存在す ることは,昭和45年 12月 に,町当局 が町道改良工事

を施工 した際 に,ブル ドーザーが窯跡 を破壊 し,多量の須恵器が偶然発見 されたことによ

り,は じめて世 に知 られた。 その折採集 された須恵器は,翌46年 2月 『宮城県遠 田淋涌谷

町小里長根窯跡 』 (涌谷町教育委員会発刊 )と して学界 に報告 された (註 1)。 8世紀の初頭

にこの地 において,須恵器の生産 があったことは,従来 まった く予想 されていなかっただ

けに,学界からも注 目されるところと

なった。

その後 ,佐々木茂横氏や,多賀城跡

調査研究所 が中心 となって分布調査 を

行 った ところ,長根丘陵 には,A～ G

の 7地点 に窯跡のあることが明 らかと

な り,大 きな窯跡群 で あることが矢日ら

れ るにいたった。そこで昭和46年 8月

に,長根 窯跡群発見の端緒 となった A

地点 1号窯 と,保存の あやぶ まれ る,

B地点 1号窯, C地点 1号窯の発掘調

査 を実施 した。その結果は『長根窯跡

群 n』 (昭和47年 3月 ,涌谷町教育委 員

会発刊 )と して報告 されている (註 2)。

第 1図 宮城県北部の古代窯跡

1 長根窯跡群 2 本戸窯跡群 3 大吉山窯跡群 4 日の

出山窯跡群 5 春日大沢窯跡群 6 台の原・小田原窯跡群
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発掘調査 と分布調査の結果 か ら,長根丘陵では ,8世紀初頭 か ら10世紀以降 まで,須恵

器の生産 が継続的 に行 われていたことが明 らかとなったので ある。

ところが,昭和48年 5月 半 ばに,A地 点 1号窯の東 に接す る地 (涌谷町小里字長根南87

の 1)を地主の大友近氏 が,宅地造成のため,ブル ドーザーなどによる整地工事 を行 った と

ころ数基の窯跡 が発見 された。 5月 16日 町教委では,早速現場 を確認の うえ,宮城県教育

委員会文化財保護課 に連絡 を した。文化財保護課 はその 日の うちに佐 々木茂禎技術主査 を

派遣 し,現場 を実見 した うえ,地主の大友近氏 と交渉 した と台ろ,17。 18日 の両 日,工事

を休止 し,調査 を行 うことに大友氏の同意 を得た。 そこで,文化財保護課 は,多賀城跡調

査研究所 に緊急調査 を要請 した。 それを うけて研究所では17・ 18日 の両 日,あ わただ しく

調査 を実施 した。調査組織 は下記の とお りで ある。
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第2図 長根窯跡群地形図



調 査 主 体 :宮城県教育委員会・涌谷町教育委員会

調 査 員 :岡 田茂弘,桑原滋郎 ,鎌田俊昭,古泉弘 (宮城県 多賀城跡調査研究所 )

調査協 力者 :大友近 (地主 )

両 日の緊急調査 は,上述 したよ うに宅地造成のために破壊 されることになった A群 の一

部 に対 して行 なわれた。 A群の なかで A-1号 窯は,昭和46年 8月 に調査 されている。今

回調査 の対象 とした地 は,A-1号 窯の東側 にあたる部分で ある。

宅地造成のために削平 された約800ド の地域 には, 5基 の窯跡 が並 んで いることが認め

られた。 しか し,こ の うちA-2号 窯,A-4号 窯は,調査着手前 に工事のため完全 に消

滅 して しまった。両 日の調査では,A-3号 ,A-5号 の両窯 を文寸象 とした。 ところで A

-5号 窯の さらに東側 に接 して,工事のために煙道のみが露出 されてはいるが,ほぼ完全

に本来の姿 をとどめているとみ られるA-6号 窯 が存在 した。 この 6号窯 をも含 めて発掘

調査す ることは時間的 にも不可能で あったので,こ れの発掘 は 3・ 5号窯の調査 とは切 り

離 して,後 日改めて実施す ることとした。

A―-6号窯 に文寸す る発掘調査 は, 日召不日48年 6月 24日 から30日 |こ かけて実施 した。 調査組

織 は下言この とお りで ある。

調 査 主 体 :宮城県教育委員会・涌谷町教育委員会

調査担当者 :志間泰治・佐 々木茂禎 (宮城県教育庁 文化財保護課 )

岡田茂弘・桑原滋郎 (宮城県 多賀城跡調査研究所 )

調 査 員 :古泉弘・鎌 田俊昭 (宮城県多賀城跡調査研究所 )

調査協 力者 :高橋勇治・山田稔・新沼秀二・門馬真一郎・宍戸宏和 (東北学院大学学生 )

大友 力衛 。大友卓夫 (地主 )

なお,発掘調査 は,時間的制約のため,窯跡本体 につ いてのみるこない,灰原等附属 す

る施設の調査 は残念 ながら実施す ることがで きなかった。

佐々木茂禎・桑原滋郎 噛 城県遠田郡涌谷町小里 長根窯跡』涌谷町教育委員会 昭和46年 2月

岡田茂弘・佐々木茂禎・桑原滋郎『長根窯跡群 Ⅱ』涌谷町教育委員会 昭和47年 3月
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Ⅲ 発 見 遺 構

(1)A-3号 窯跡 (図版 1 第 4図 )

今回発 見 された窯跡 の中では最 も西 に位置 している。窯体 は黄掲色 ローム質土層 中に掘
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第3図 発掘調査地区地形実測図
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第4図 A地点 3号窯跡実測図

り込 まれたいわゆる地下式響窯の形態 をとっている。焼成部の天丼の北半部 ,燃焼部,お

よび焚 回は崩壊 しているが,焼成部の南半部の天丼および煙 りだ し部 を含 めて,他の部分

は良好 に遺存 している。燃焼部 はすで にほとんど工事のために破壊 されてお り,わず かに

焼成部の前方 に地山が赤褐色 に酸化 した部分 と粉沫状の炭片が残 ってお り,燃焼部 と知 ら
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れるにす ぎない。

焼成部は長 さ約 7m,巾 約1.6mで あり,窯床 は一度補修 されている。煙道部の下では ,

第 1次床 面の うえに約50cmの 黄掲色 ローム質土 が堆積 してお り,そ の上 に第 2次窯床 が形

成 されている。ローム質上の堆積 は,焼成部の奥の部分の天丼の一部分 が崩壊 した結果 と
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考 え られ る。

床 面 の傾 斜 は

下層 力斗勺12度 ,

上層 は それ よ

り傾斜 が急 で

約 20度である。

奥 壁 はほぼ垂

直 に立 ち上 っ

て お り,やや

西 に偏 して煙

道 がつ くられ

て い る。煙 り

出 しは直径 約

36cmで あ り,

垂 直 に立 ちあ

が って い る。
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A地点 5号窯跡実測図第 5図



(2)A-5号 窯 (図版 2 第 5図 )

5号窯 はA-3号 窯か ら湮減 して しまぅた A-4号 窯 をへだてて,東約13.5mの ところ

に位置 している。 A-3号 窯同様地下式の響窯である。天丼および窯壁の上半は,工事以

前 に崩壊 していたと思 われるが,奥壁 および煙 り出 しは,工事のため破壊 されたもので あ

る。

燃焼部 は巾約 1。2m,長 さ約 2mほ ど残存 してお り,床面および壁 面 は赤褐色 に酸化 し

かつ床面 には本炭 が散布 している。床面 にはほとん ど傾斜 がな く,水平 に近 い。焼成部 は

長 さ約 7m残 存 している。先 にも述べたよ うに奥壁,煙 り出 しは工事 によ り削平 されてい

るので,焼 成部 はさらに長 かったもの と推 定 される。 巾は上 方で1.6m,中 ほどで 2m近

く,比較的大 きな規模 をもっている。上半部の床面の壁 にそって,巾20cm,深 さ5 cmの濤

がみ とめ られる。壁 は強 い火 を うけて還元 されたとみ られ,青灰色 を呈 している。

焼成部 は後 に改修 を うけている。第 2次床 面は,第 1次のそれの30 Cm～ 40cm上 につ くら

れてお り,巾 は両側 に各 々20cmぐ らいづつ拡 げ られている。従 って巾は広 い箇所で は2.4

mに達 す る。おそらく先の窯壁の一部 が崩落 したため,窯体 の巾をほ りひろげ,形態 をと

との えたもので あろ う。床面の傾斜 は第 1次,第 2次 とも20度 前後で ある。

(3)A-6号 窯跡 (図版 2・ 8第 6図 )

A-5号 窯の東約4.5mの位置 にある。 3・ 5号両窯 を調査 した際 に,煙 り出 しの部分 が露

出 し,内部 は空洞 となっていたため,窯体 がまった く完全 な形で姿 をとどめている可能性

が考 えられた。 しか し,発掘の結果焼成部の前半部 と燃焼部の天丼 は,工事前 にすで に崩

落 していたことが明 らかになった。加 えて,良好 に残存 していた焼成部の奥の部分 と煙 り

だ しの部分 も, 3・ 5号両窯の調査後 , さらに続 いたブル ドーザー, ダンプカーなどの整

地工事のため,地盤 がゆるみ,発掘時 には全体的 に崩落 していた。

6号窯 も地下式の客窯で あることは前 2者 と変わ らない。燃焼部 は長 さ1,7m,巾 0。9m

ほ どで,天丼部 を除 くとほぼ完全 に残存 していた。床面および壁面は,赤褐色 に酸化 し,

床面 には焼 けた木材 が散布 している。床 面は 2層 あり,下層 はほぼ水平 に近 く,上層 は手

前 がややあがっている。燃焼 部 の前 方 には長 さ1.9mほ どの灰 などの かき出 し部 がみ とめ

られる。

焼成部 は長 さ約 5m,最 大 巾はほぼ中央辺で1.4mほ どで ある。床 面 の傾斜 は18度前後

で ある。床面 には,人頭大 かそれよ りやや小 さな,ス サの入 った粘上のかたまリカ湘0個ほ

ど置 かれてお り,そ れが青灰色 に還元 している。(同様 なものの小片 が 5号窯で もわず かに

み とめ られた。)焼 き台 に用い られたと考 えられる。床面や壁面は還元 して青灰色 を呈 して



いる。焼成部の床面 には重複 はない。

(4)そ の他 (図版 2下 )

A-1号 窯 とA-3号 窯の間 にA-2号 窯が,ま たA-3号 窯 とA-5号 窯の間 にA―

。

10

10

0           1           2m

Ｐ
に

ヽ
＼
＼

第6図 A地点 6号窯跡実測図



4号窯が存在 したと思 われるが,工事中 に完全 に削平 されて しまった。 またA-3号 窯の

煙道部 の北側 に,径 lm前後 の土羨 があ り,焼 け土,木炭片 などとともに大型の甕 が数個

体分出土 した。性格 は不明で ある。

また A-6号 窯の燃焼部の東側 に,東西約1.8m,南北1,7mほ どの二等辺三角形状 に掘

りくばめた遺構 が検出 された。南 に傾斜す る斜面の旧表土 から掘 りこまれてお り,北側で

約20cm位の深 さをもち,南 にゆ くに従 って浅 くなっている。床面や壁面は酸化 して赤褐色

を呈 してお りヶ内部 には焼 けた木片,焼 け土,土師器の小破片 が散布 している。 ど ういっ

た性格 の追構で あるかわか らない。

なお, A-6号 窯の燃焼部上層 にも類似 の遺構 が認 め られた。

Ⅳ 出 土 遺 物

(1)3号 窯

皿 (図版 4-4第 7図 ■)

口径 17.5cm,器 高3.7cm,底 径 9.7cmで ある。焼成は良好で,灰色 を呈す る。体部 は底部

か らごくゆるやかに立 ちあが り,わず かに内湾 しなが ら外上方 にのびて口縁部 に至 る。口

縁部 は仕上 げの段階でやや強 いロクロナデが加 えられて,やや器厚が減 じ,小 さく内側 に

」::::::::]三

Ξ正三三正
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第7図 3号窯出土須恵器実測図



屈 曲 して丸 く収 まる。体部 は口径 に比 して浅 い。底部 は平底 で ある。体部 と底部の境界は

ヘ ラ切 りによって作 り出 されている。ロクロロはあまり顕著で はない。体部下端 にはごく

浅 い手持 ちヘ ラケズ リが見 られるが,あ まり明瞭ではなく,器形 には影響 していない。底

部 に再調整 は見 られず , ラセ ン状のヘ ラ切 り痕跡 が明瞭 に残 っている。底部内面 にはロク

ロ調整の後 に行 った不定方向のナデが見 られる (註 1)。 体下部 に焼成の後で穴 が穿たれて

ぃる。全体 に粗雑 な作 りで ある。なお,実測 図の一点破線 はヘ ラ切 り痕跡 を表 わ している。

短頸壺 (第 7図 2)

口頸部の破片であ り,全形 はわか らない。焼成は良好で,灰色 を呈す。口径 は11,7cmで

ある。頸部 は体部 か ら真上 に立 ちあが り,直線的 に上方 にのびて口縁部 に至 る。口縁部 は

器厚 を減 じて丸 く収 まる。器面は内外共 にロクロ調整 されている。外面の頸下部 から体部

にかけて灰 が付着 している。

甕 (第 7図 3)

全形の把握で きるものはない。 口頸部破片 は 1点出土 している (第 7図 3)。 頸部 は単調

に外反 しつつのびて口縁部 に至 り,口縁部 は上下につまみ出されて断面三角形状 を呈す る。

頸部外面 には残存部分だけで 7段の波状文が描 かれている。波状文は数本の平行沈線 によ

って区画 し,そ の中に描 いたもので ある。波長 はほぼ均等で,波の向 きがすべて左 に偏 し

ている。 この他 にも同様 な波状文 と平行沈線 が描 かれた頸部破片 が出土 している。体部破

片 は多数 出土 している。 タタキは平行線 と格子 目の 2種類 がある。 あて道具 はすべて円弧

状文 を刻んだもので ある。 あて道具痕跡 はナデによってす り消 されている場合 もある。

3号窯 からは以上の他 に杯 ,長頸瓶の破片 が出土 している。

(2)5号 窯上層

出土品は大部分 が甕の破片で あ り,全形の判明 したものはない。

甕

口頸部破片は 1点出上 している (第 8図 2)。 頸部 は単調 に外反 して口縁部 に至 る。口縁

部 は上下 につ まみ出 されて断面三角形状 を呈す。頸部 には数本の平行沈線 によって区画 さ

れた中に均等で波の向 きが左 に偏す る波状文が描 かれている。なお, この個体の口縁部 は ,

焼成前 にひびわれが生 じたため,そ れを両側 からはさむように粘土でおさえて補修 している。

体部破片 はすべて外面 に格子 ロタタキ,内面 に円弧状文のあて板痕跡 を残すもので,同一

個体 の破片である。多 くの ものは二次的 に熱 を受 けてお り,焼台 として使用 されている可

能 ll■ が強 い。

5号窯上層 からはこの他 に器種のよ くわからない特異 な脚部 が出土 している(第 8図 1)。



上層床面出土

下層床面出土

第8図  5号窯出土須恵器実測図

端部 は平坦で,安定 している。内面上部 は手持 ちヘ ラケズ リがなされてお り,そ の他 にヘ

ラ先 があった痕跡 が多 く見 られ る。

(3)5号 窯下層

杯 I(図 版 4-5第 8図 3)

口径 13.4cm,底径&4cm,器高4 1cmで あるる焼成は良好で暗灰色 を呈す る。体部 は内湾

しなが ら立 ちあが り,外上方 にそのまま内湾 しつつのびる。口縁部直下 は強 くロクロナデ

を加 えたため, うす くなりやや くびれて口縁部 に至 る。口縁部 はやや器厚 を増 し,わず か

に外反 して丸 く収 まる。底部 は丸底で,体部 と底部の境界は明瞭ではない。器面は全体 に

ロクロ調整 されている。ロクロ調整の下に斜 め上方 に上 がってい くシワ状の痕跡 が観察 さ

れ,ロ クロ調整の前 に巻 き上 げの段階 が存在 したことが知 られる。口縁部 には最終段階で

特 に仕上 げのためのロクロナデが加 えられている。底部 は不定方向の手持 ちヘ ラケズ リに

●
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よって再調整 されてお り,ロ クロからの切 り離 し技法 は不明で ある。底部内面 にはロクロ

調整の後 に不定方向のナデが加 えられている。

高台付杯 I(図 版 4-3第 8図4)

口径 15。 4cm, 底径 12。 4cm, 器高4.4 cmで径 9.8cm, 高 さ1.4cmの 高台 がイ寸く。体著Бは底著巨よ

りわず かに屈曲 して立 ちあが り,単調 に外上方 にのびて口縁部 に至 る。 日縁部 は仕上 げ調

整のため にやや うす くなり丸 く収 まる。底部 は九底風で器壁 はやや厚 い。体部 と底部の境

界はロクロ調整の段階で作 り出 されているが, さほど明瞭ではない。高台 は底部外周 よ り

かなり内側 に付着 されている。やや強 く外方 にふんばってお り,端部 は左右 にわず かにつ

まみ出 されている。端面はわず かに丸味 をおびている。器面は全体 にロクロ調整 されてい

る。底部 は回転ヘ ラケズ リによって再調整 され,そ の後 に高台 が付着 されている。ロクロ

か らの切 り離 しは回転ヘ ラケズ リのためわか らない。ロクロナデ痕跡 が明瞭 にみ られる。

高台付杯Ⅱ (第 8図 5)

底吉[か ら体吉Б中程 ぐらいま石ωの破片で ある。 残存器 F罰 2.5cm, 万蚕牟≧7.8cmで , 4量 5.6cm, F罰

さ0。 8cmの 高台が付 く。焼成はやや不良で,青灰色 のいわゆる須恵器色 を呈す る部分 と灰 白

色 を呈す る部分 がある。 あるいは二次的 な人 を受 けているのかも知 れない。体音bは ゆるく

立 ちあが り,やや内湾 しなが らのびる。底部 は平底 で ある。体部 と底部 の境界は回転ヘ ラ

ケズ リによって作 り出 されている。高台 は底部外周 より約 l cm内側 に付着 されている。高

台はほぼ垂直 に下方 にのび,端部 は九 く収め られている。器面 は全体 にロクロ調整 されて

いる。底部 は回転ヘ ラケズ リの後 に高台 が付着 されている。回転ヘ ラケズ リは高台付着時

のナデのためにわず かに痕跡 が認め られるにす ぎない。底部内面 にはロクロ調整の後 にナ

デが加 えられている。

瓶 (第 8図 6)

口頸部の小破片で あるため,全形 はわか らない。器種 は長頸瓶で ある可能性 が強 い。暗

灰色 を呈 し,焼成は良好で ある。 国径 11.lcmで ある。頸部 は単調 に外反 して口縁部 に至 る。

口縁部 は上 にやや強 く,下 にわず かにつ まみ出 し,断面は三角形状 を呈す る。器面は内外

面共 にロクロ調整 されている。

甕 (第 8図 2・ 7・ 8)

全形の分 かるものはない。口縁部破片 は 3点出土 している。 2点 は大甕で, 1点 はやや

小型で頸部の短 いもので ある。前者の波状文は 3号窯, 5号窯上層 出上の もの と同 じで あ

る。後者 は特 に区画 されることはな く, 2段の波状文が描 かれている。波長 は不均等で あ

る。口縁部,頸部の形態 はいずれも同様で,頸部 は単調 に外反 し,口縁部 は上下 につ まみ

出 されて断面三角形状 を呈す る。体部破片 は数点 しか出上 していない。いずれも外面 に格



子 ロタタキ,内面 に円弧状文のあて板痕跡 を残す もので ある。

(4)6 号  票

高台付杯Ⅲ (第 9図 )
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第9図 6号窯出土須恵器実測図が ら立 ちあが り,中程で反転 してやや外反 し

なが ら口縁部 に至 る。口縁部 は器厚 を減 じて丸 く収 まる。器面 は全体 にロクロ調整 されて

いる。体部下端 か ら底部 にかけて回転ヘ ラケズ リされてお り,底部全面 に及ぶ もの と思 わ

れ る。 その上 にわず かに高台付着 のためのナデがみ られる。

6号窯 からはこの他 に甕の体郡破片 が出上 している。外面の タタキは平行線 と格子 目の

ものがある。内面のあて道具痕跡 はすべて円弧状文で ある。

(5)土    壌

3号窯上方で検出 された上 壌で ある。精査す るには至 らなかったが,遺物 が多量 に出土

しているので,遺物 につ いてのみ記述す ることとした。

甕 I(第 10図 1)

口頸部 の破片で ある。タト面 は黒灰色 ,内面は灰色 を呈 し,焼成は良好で ある。口径 は33

cm前後 と思 われる。頸部 はゆるやかに外反 し,口縁部 に至 る。口縁部 はごくわず かに上方

につ まみ出 され,九 く収 まる。器面内外 はロクロ調整 されてお り,頸部タト面 には 2段の平

行沈線 と波状文が描 かれている。波状文は平行沈線の後 に施文 されている。波長はあまり

均等で はなく,波の向 きにも規則性 は見 られない。

奏 Ⅱ (図版 4-■ 第10図 2)

体部以下 が欠落 している。焼成は良好で,黒灰色 を呈す る。 口径 は34.8cmで ある。頸部

は直線的 に外上方 に立 ちあが り,口縁部 に近づ くにつれて強 く外反す る。口縁部 は上下に

つ まみ出 してお り,口唇部 くばんでいる。口縁部直下 には 2段の波状文が描 かれ,そ の下

に 3本の平行沈 線 がひかれる。施文は先 に波状文,次 に平行沈線 の順で ある。波長 はあま

り均等ではなく,波の向 きも様 々で ある。部分的 に,た て方向のナデ によってす り消 され

ている。 また, しば しば施文具の とびが見 られる。器面内外はロクロ調整 されている。

この他 の もの もすべて甕の破片で あ り,頸部 にはすべて波状文が描 かれている。 これ ら



雄オ言藤霰野雑藻瑾穀鋒洋

第10図 土壊出土甕実測図
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の波状文は以下のよ うに分類 される。

a 5本 前後 からなる平行沈線 によって数段 に区画 された中に 1段ずつ描 かれ,波長が均

等で左側 に波の項部 がかたよるもの (第 11図 ■)。

b aと 同様 だが,波長 が不均等で,波の項部 の向 きが一定方向ではないもの (第 11図 2)。

c 口縁部 と頸部中程の 3本か らなる平行沈線 との間 に 2段描 かれ,波長 は不均等で波の

項部 が一定の方向 には向かないもの (第 10図 2)。

d 沈線 による区画 がなく,波状文のみが数段描 かれ,波長が均等で はないもの (第 11図

3,4)。

aは 3号窯, 5号窯上層 , 5号窯下層 を通 じて大勢 を しめ るもので ある (5号窯下層 か

ら 1点 d類が出土 しているが,こ れはやや小型で頸部 が短 い器形の もので,各窯 に伴 う大

型の甕 はすべて aに属す る)。 施文はいず れも平行沈線の後 に波状文 をえが く。また波長

が均等で波の項部 が左側 にかたよることか ら, aは ロクロによる回転 力を利用 して施文 さ

れていることが知 られる。施文 に使用 される櫛状の工具 は鉛直線 よ りやや左 に傾 いた角度

で器壁 にあて られ,そ の角度 にそつて上下 に動いてお り,波の上端,下端 において も原則

として流水文 に見 られるよ うな回転運動 は していない (第 12図 1)。 また長根 A地点 にお

いて観察 されるロクロ回転方向はすべて右で あることか ら推 して,施文 に使用 されている

ロクロが右 まわ りで あるとす ると,回転 力 tよ一定 と考 えて も良いか ら,櫛状工具 は上 には

急速 に,下 にはゆっ くりと動 かされていることになる。 aの 口縁部 はすべて上下 につ まみ

出 されて,断面は三角形状 を呈す る。

bは表採品を除 けばすべて土壊 から出上 している。甕 Iは bに属 す るもので ある。施文

は平行沈線 ,波状文の順で ある。波長の不均等 さ,波の項部の向が不統一で あるところか

ら,施文 にあたって回転 を利用 しているとは思 われるがロクロの回転 力は利用 していない

と見 られる。櫛状工具 は波の上端で は鉛直線 に近 い角度で器壁 にあて られてお り,そ の前

で は櫛の上端 は左 から右 に,下端 は右 か ら左

に動 いて櫛の角度が変化 しなが ら施文 されて

いる。 この櫛状工具の動 きは土器 を倒置 して

施文 した場合で も同 じで ある (第 12図 2)。 な

お,bに 属 す るもので口縁部 が観察で きるも

のは甕 Iの 1点だけで あった。

cは甕 Ⅱ唯 1点 しか出土 していない。施文

は先 に 2段の波状文,次 に平行沈線の順であ

ることはすで に述べた。波状文の施文手法 は 第12図 波状文模式図
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bと 同 じで ある。

dは表採品 と 5号窯下層 の 1点 を除 けばすべて土墳か ら出土 している。描 き方は個体 に

よって多様で あり,規格性 は感 じられない。施文手法 は bと 同 じで ある。国縁部形態 も一

定 していない。 dは さらに糸田分で きるかもしれないが,量的 な裏イ寸けが乏 しいため, ここ

では一括 して扱 った。

体部破片 に見 られるタタキ ロの多 くは格子 目のもので,そ の他 に平行線 ,斜格子 が見 ら

れる。 あて板 は大部分 が円弧状文 を刻んだものである。同一個体で タタキ板 を少 くとも 4

種類 ,あ て板 を 2種類使用 している特異 なもの も 1点出土 している。

詞Ll

第13図 甕破片拓影

田辺昭三氏はこれを「F士 上げナデ」と呼んでいる。田辺昭三「陶邑古窯址群 I」 1966年37頁及

び第 6図



V

(1)遺構 について

今回報告す る 3基の窯跡 はいずれも所謂地下式の客窯で ある。昭和46年 8月 に発掘調査

し,既に報告 しているA-1号 窯 とは互 いに隣接 し,一つの群 を形成 している。長根窯跡

発見の端緒 となった窯跡 をA-1号 と命名 し,A地 点ではそれから東す るに従 って 2～ 6

号 と名づ けた (2・ 4の 両窯は先にも述べた とお り工事中に湮減 して しまったので ある。)。

ところで,先の報告で はA-1号 窯 を半地下式の客窯 とみな した。遺構 自体の保存状況

は きわめて悪 かったが,地形 などか ら判断 してその様 に解釈 したので ある。 しか し,今回

A-1号 窯の東 に, 1号 とともに一つの群 を形成す る地下式の客窯が発見 されたのである。

こ うい つた事実 にもとづ いて再考す るならばA-1号 窯 を半地下式 と見 なすの には,い さ

さかの無理 が生 じよ うかと思 われる。 ここでは,A-1号 窯 も他 と同様 ,地下式害窯で あ

った と推定 してお きたい。

『長根窯跡群 Ⅱ』においては,発掘調査 した A-1号 窯,B-1号 窯, C-1号 窯のいず

れ もが,半地下式響窯で しかも須恵器専用の窯で あることに注 目 した。 また同 じ県北 にあ

りなが ら日の出山窯跡群 ,木戸窯跡群 など多賀城倉」建 の瓦 を専 ら焼成 した窯 は地下式客窯

で あるので,両者 には大 きな相違 があることに着 目 したので ある。

そ して結論的 に次のよ うに述べている。「Ⅲ…宮城県北部地方の須恵器の生産 に,半地下式

窯 による専用生産 と地下式窯 による併用生産の 2系統 があったことを指摘 しなければなら

ない。」(註 1)。 しか しなが ら,今回長根 A地点の窯跡 がすべて地下式で あることが判明 し

たので あ り,そ うぃった事実 からす ると,上述 の見解 は成 り立たない。ここで前言 を訂正

しておきたい。

ところで,宮城県・福島県 における 8世糸己初頭 か ら前半 にかけての窯跡の例 として

A.大 吉山窯跡     (古 川市 )

B。 日の出山窯跡    (色 麻村 )(註 2)

C.木 戸窯跡      (田 尻町 )(註 3)

D.長 根窯跡 A地点   (涌 谷町 )

E。 鳥屋窯跡      (大 和町 )(註 4)

F.甲 庚前窯跡     (仙 台市 )(註 5)

G.峰 窯跡       (亘 理町 )(註 6)

H。 大木戸窯跡 A地点  (福島県伊達郡国見町 )(註 7)

I.小倉寺高畑窯跡   (福 島市 )(註 8)



」.麓 山窯跡

K.か に沢窯跡

(黙山市 )(註 9)

(福島県西 白河那矢吹町 )(註10)

などを挙 げることがで きる。 これ らは, H大木戸窯跡 A地点 1・ 3号 の両窯 を除 くとすべて

地下式響窯で ある。そ して瓦 と須恵器 をともに焼成 しているのは,A・ B・ c・ G。 」 。K

の各窯で あ り,須恵器 を専 ら焼成 しているのは,DoE・ F・ H・ Iな どで ある。

このよ うにみて くると, 8世紀前半の窯では須恵器専用の窯 も,瓦 と須恵器 を共 に焼成

した窯 も,そ の構造上の差異 はないことがわかる。地下式響窯で あるとい うことは,両者

の差異 としてではな くこの時期の窯のあ り方の特徴 として とらえることがで きよ う。 ここ

で詳 しく言及す る余裕 はないが,宮城県 などでは 8世糸己後半以降 ,9。 10世糸己の窯は半地

下式のものが圧倒的 に多い事実 も,こ の ことの裏付 けになろ うかと思 われる。

(2)出土遣物 について

各窯出上の須恵器 に大 きなちがいは認 め られないので,こ こで は一括 してその特徴 を概

観 し,年代的 な位置付 けを したい。

まず,特徴的 なもの として杯 I,高 台付杯 Iがあげられる。杯 Iは 九底で底部全面 にわ

たって不定方向の手持 ちヘ ラケズ リで再調整 されている。体部 と底部の境界は明瞭ではな

い。 口縁部直下 を強 くロクロナデす ることによって口縁部 を九 く作 り出 している。高台付

杯 Iは丸底風で,底部全体 を回転ヘ ラケズ リした後底部外周 よ り内側 にやや外方 にふんば

った高台 が付 く。体部 と底部の境界はロクロ調整の段階で作 り出 されている。 この他 の杯

あるいは高台付杯 の底部 もすべて回転ヘ ラケズ リか手持 ちヘ ラケズ リによって再調整 され

ている。甕 について見れば,頸部 にはすべて波状文が描 かれてお り,特 に大甕 は各窯 に伴

うすべての ものが aの波状文 を施文 している。体部の タタキは主 として平行線 と格子 目で

ある。平行線 タタキで タタキ板 の木 日の方向がわかるもの はすべて木 目に対 して直交 して

いる。 まれには木 目が強 く浮 き出 して一見格子 ロタタキ に見 えるもの がある。

以上各窯出上の須恵器の特徴 を見てきたバ 次 にこれらの年代的位置 について検討 したい。

まず杯 について見れば,杯 Iは大 きく再調整のあるグループに合 まれる (註11)。 このグ

ループはこれまで再三指摘 されているよ うに 8世紀前半か ら中葉の間 に収 まるもの と理解

される (註12)。 また,九底 ない し丸底風の底部 を持つ杯 は福島県高畑窯跡 ,麓山窯跡 ,宮

城県 日の出山窯跡群 ,鳥屋 窯跡群 (註13)な どで出土 してお り,いず れも 8世紀前半 を下

り得 ない年代 がかんがえられている。 さらに長根 A地点 1号窯 と士ヒ較 してみると,杯 I,

高台付杯 Iの形態,調整手法 に基本的 な共通点 が見出 される。 これ らの ことから今回出土

した須恵器は長根 A-1号 窯 とほぼ同時期で,日 の出山窯跡群 ,木戸窯跡群 の時期 までは

18



下 らない と考 えられる。長根 A-1号 窯の時期 は陶 邑古 窯址群 の T K217号窯,M T21号

窯,藤原宮出土品,高畑窯跡 との比較 などか ら8世紀初頭 と考 えられている (註14)。 従 っ

て今回の A-3, 5, 6号 窯出土品 につ いて も 8世紀初頭近辺の時期 と考 えられる。

ところで A-1号 窯出土須恵器 はその器形,技法, さらには器種構成 に至 るまで畿内の

もの ときわめて近似 し,地方色 のめだたないものであることは先 に指摘 されている (註15)。

これに対 して今回出土 した須恵器 には,皿あるいは内面 にケズ リのある脚部 など特殊 なも

のの存在,皿に典型的 に見 られる整形 ,再調整の粗雑 さ,全体的 なロクロ調整の甘 さなど

を指摘す ることがで きる。 これ らの点 はA-1号 窯 には見 られなかった ところで あ り,地

方的 な色彩 が強 いもの と言 えよう。こういった A-1号 窯の製品 との相 違は認 め られ るが ,

年代的 には大 きなへだた りはないもの と理解 してお きたい。

(3)長根窯跡群 A地点の性格

ところで,長根窯跡群 は1970年 に発見 されてから,こ れまで発掘調査 ,分布調査 などに

よってその実態 が明 らかにされつつ あ り,そ の性格 について も論 じられて きた (註16)。 こ

こで はまず今回の成果 を踏 まえて出土須恵器の様相 につ いて検討 し,次 に供給関係 を追求

す ることによって長根窯跡群 の性格 を考 えて見たい。

長根 A地点の須恵器は 2つ に大別 される。 その一方は 1号窯の製品で あ り,他方 は今回

出土 した 3・ 5。 6号窯の もので ある。前者 についてはすで に指摘 されているよ うに ((註

17)畿内的 な様相 が容易 に見出 される。後者 は地方的 な色彩 を持つ もので あることは先 に

述べ た。 このよ うに同一地点,ほぼ同一時期の窯で このよ うに様相 が異 なるとい うことは

注 目に値 す る現象 と言 わねばならない。 この ことはす なわち 1号窯 に文↓応 す る作 り手 と,

3・ 5・ 6号窯 に女↓応 す る作 り手 とは異 なる人々で あることを意味す るで あろ う。言 うな

らば前者 は畿内的 な様相 を持つ熟達 した人々で あり,後者 は未 熟 な,お そ らくは在地 の人

々で あった と思 われ る。つ まり長根 A地点 においては一貫 して畿内的 な須恵器 を高い製作

技術 をもって生産 していたので はなく,高い製作技術 を持つ工人 を受 けいれ,在地 の未熟

な人々をも二人集団 に含 みなが ら生産 を継続 し,発展 させていったもの と理解 される。 ま

た, 3・ 5・ 6号窯出土須恵器の地方的 な様相 , さらには 8世紀後半代 に位置付 けられて

いるB地点の製品が同様 に地方的で あることなどから見て,長根窯跡群 全体 として もかな

り早 い段階 に地方的 な様相 を強めているよ うで ある。

次 に供給関係 を考 えてみたい。そのためにまず,ほぼ同時期で ある日の出山 A地点,木

戸 ,鳥屋 の製品 と長根 A地点の製品 との簡単 な比較 を試みる (第 14図・表 1)。 第 14図 に示 し

たよ うに,杯 について見れば明 らかに各窯跡群 ごとに固有の形 が認 め られる。特 に杯 を大
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長 根 窯 跡 A地 点 日の出山窯跡A地点 木 戸 窯 跡 鳥 屋 窯 跡

器 種 構 成
柩・高台杯・蓋・皿・奏

短顕重・長頸瓶・甦(劉・盤

杯・高台杯・蓋・奏

長顕瓶・落 ,ス リ鉢(?)

杯・高台杯・蓋・甕・短頸重

長顕瓶(?)・ 甦(?)・ 鉢

杯・高台杯・蓋・甕・短頸壷

長頸瓶0。 鉢・深鉢・甑・硯

製

作

技

法

の

特

徴

杯などのロクロ

からの切り離し
ヘ ラ切 り 静止糸切り ヘ ラ切 り ヘ ラ切 り

杯などの再調整
回転ヘラ削り

手持  ″

手持ヘラ切り(1,7,8号 )

回転  ″ (6号 )

回転ヘラ削り

手持  ″

回転ヘラ削り (1・ 2号
)

手持  ″ (2号 )

ロ ク ロ の

回 転 方 向
右 右 右・左 右

甕

（ワ

表

裏

叩板 文様
線

目

行

子

平

格

(木 目に直交) 平行線 (木 目に斜交) 平行線休日に直交,斜交)

円弧状文

線

目

行

子

平

格

(木目に直交)

あて板文様 無文・円弧状文 無文・円弧状文 (多量 ) 無文・平行線 無文・円弧文

表1 各窯杯・甕比較表

量 に出上 している鳥屋 , 日の出山 A地点 につ いて見れば,特定の形 の もの (鳥屋 A類, 日

の出山 A類 )を 大量 かつ画一的 に生産 してお り,大 きさも数段階の規格 によって明確 に作

り分 けている (第 15図 )。 このことは蓋,高台付杯 などの小型品でも同 じである∈主18)。 一

方ロクロからの切 り離 し技法 について見れば,長根 A地点,木戸,鳥屋のいずれもがヘラ

切 りであるのに対 して, 日の出山 A地点ではすべて静止糸切 りであることが注 目される。

静止糸切 りは宮城県内では今までのところ他 に長根 G地点 (註19),仙 台市台の原窯跡群

(註20)か ら各一点表面採集 されており,地城的あるいは時間的に若干の広 がりは持つよう

であるが,全体の中ではさほど大 きな位置は占めていないと言って良い。再調整技法 につ

いて見ればいずれの窯跡群でも回転ヘ ラケズリ,手持 ちヘ ラケズリの 2種類が共に使われ

ている。中でも日の出山 A地点 A類に見 られる底部の円に対 して弦の形 に数回に分 けて削

り,底部中央 を削 り残す とい う手法は宮城県内で今まで知 られている他窯の製品には見 ら

れず,独特 なものと言えよう。 ところでこれらの再調整技法は無規則 に用いられるもので

日の出山夏≡垂:=房 【≦璽重互ノ鳥屋

第15図  日の出山、鳥屋 A類杯



はない。例 えば,鳥屋 A類はすべて回転ヘ ラケズ リで再調整 されてお り,手持 ちヘ ラケズ

リが用い られることはない。 また日の出山 A地点 ■・ 7・ 8号窯出土の A類はすべて先 に

述べた独特 な手法 による手持 ちヘ ラケズ リで再調整 されている (註21)。 す なわち用い られ

る再調整技法は各窯の各器形 ごとに定 まっているので ある。 また,再調整 される位置 も若

干の例外はあるに してもおおよそ定 まっているよ うで あ る。同様 の ことを大 きさなどの他

の要素 につ いて も指摘す ることがで きる。つ ま り各窯跡群で は各 々独得の形態 が採用 され

てお り,そ れに伴 う再調整 その他の要素 には規則性 が明確 に認め られるので ある。従 って

各窯跡群 の製品 を識別す ることはある程度可能 と言 うことがで きる。 このよ うな状況 は杯

に限 らず,高台付杯 ,蓋 などの小型品の場合 には普遍的 に見 られ る。 そこで,こ れ らの こ

とを踏 まえて宮城県北部地域 出上の須恵器のなかから長根 A地点の製品の検 出を試みた。

その結果,遠田郡涌谷町追戸 B・ c地区横穴群 か ら出土 している蓋 I類およびそれとセ ッ

トになる高台付杯 I, Ⅱ類 (註22)が長根 A地点の製品 と推定 された。 また,三本木地区に

は日の出山 A地点,木戸の製品は多 く見 られるが長根 A地点の ものは確認 されていない。

つ まり現時点では長根 A地点の製品は追戸横穴群 にのみ集中 してお り,そ の供給先 はあま

り大 きくない範囲 に限定で きそ うで ある (註23)。

以上述べて きたことをもとにして長根 A地点の性格 につ いて考 えてみたい。 これまで長

根 A地点の特徴 として最 も強調 されて きたのは出土須恵器の畿内的 な様相で あった。一方

で は東北地方の窯業生産 は城柵の設置 に伴 って開始 されるとい う考 え方があって (註24),

長根窯跡群 の成立 と小 田郡の建置 とが結びつ けて考 えられて きた (註25)① しか しなが ら先

に述べたよ うに長根 A地点 において急速 に畿内的様相 が失 われ地 方色 が強 くなってい くこ

とが今回の調査 によ り判明 した。 また宮城県内の古墳 あるいは横穴 か ら出土 している古墳

時代末期の須恵器の中には畿内 あるいは東海地方のもの と比較 して器形 が地方的 なもの に

変形 されていることか ら現地産 と見 られるものがある (第 16図・註26)。 この ことは須恵器

の生産体制は必ず しも多賀城 などの城 柵 に伴 うものではないことを示 している。 さらに長

根 A地点の須恵器は追戸 B・ C地区横穴群 から集中的 に出土 していることを考 えあわせれ

ば,長根 A地点 と追戸 Boc地 区横穴群 の営造集団 との間 に強 い関係 のあることが推定 さ

れる。 この関係の具体的 な姿 をあえて想定すれば,長根 A地点の経営 に追戸 B・ C地区横

穴群 の営造集団に含 まれている人々が直接関与 しているとい うことで あろ うか。 この点 に

関 しては資料の量的 な制約 も伴 い,十分 に検証で きたとは考 えていないが,現在 までの資

料 か ら考 え得 る可能性 として提起 してお きたい。 なお,長根 A地点 と追戸横穴群の地理的

な近 さも傍証 となり得 ると思 われる。 さらに陸奥国の官窯 と見 られ,瓦 と須恵器 を併焼す

る木戸 , 日の出山 A地点 とはちがって長根窯跡群 が須恵器のみを生産 している点 もこのよ



うに考 えると容易に理解 されるのではないだろ うか。

最近長根窯跡群 の展 開 に

関 して渡辺泰仲氏 が新 しい

見解 を呈示 された (註27)。

ここで渡辺氏の新見解 につ

いて若千言及 しておきたい。

渡辺氏 は「分布上で共通す

ることは瓦 を主 として焼成

した窯跡群 に近接 して必ず

須恵器 を専門 に焼成 した窯

跡群 が見 られる」 とし,こ

のよ うな関係 を木戸窯跡群

と長根窯跡群 ,日 の出山窯

跡群 と鳥屋窯跡群 との間 に

考 えている。 そ して この状

況 を「須恵器 を専門 に焼成

していた窯跡群 があ り,後

に瓦 を多量 に焼成する必要

第16図 川北横穴出土魅実測図          が生まれ, 今 まで にとヒベ る

とはるかに多量の製品 を生産す るために窯跡 の位置 を移動 したもの」 と解 釈 し,傍証 とし

て立地条件の変化 ,出土遺物 をあげている。

私 はこの見解 には次のよ うな点 から従 い難い。第 1に 10廟以上の距離 を持 ち,中 間に窯

跡群 としての連続の見 られない 2つ の窯跡群 の存在 が窯跡群 の移動 とい う現象 を考 える積

極的 な本艮拠 にな り得 るとは考 え難 い。第 2に渡辺氏 は出土遺物 か らも裏付 けられるとして

いるが,先 に述べたよ うに,木戸窯跡群 と長根窯跡群 , 日の出山窯跡群 と鳥屋窯跡群 の各

々の須恵器は異 なってお り,同一二人集団 による製品 とは考 え難 い。 このことは鳥屋窯跡

群 と日の出山窯跡群 とのロクロよ りの切 り離 し技法,再調整技法の違 いに顕著 にあらわれ

ている。本来的 には,こ のよ うな問題 を考 える方法 として第 1に 出土遺物の詳細 な分析 ,

窯跡群 としての継続の中 に見 られる画期の検討 などがあげ られ,地理的 な近接 などは傍証

の域 を出 ないと思 われるので ある。

己二
一一口追



本報告 を成す にあたって,岡田茂弘・佐 々木茂槙・工藤雅樹の各氏 には種 々有益 な御教

示 をたまわった。 また氏家和典氏 からは,氏が調査 を担当 された,岩出山町川北横穴出土

の双口魃 (第 16図 )の掲載 にあたって,特別の御配慮 をたまわった。

発見遺構 の挿図 として用いた図 につ いては現在,東京都文化課 にお られる古泉弘氏 が整

理 されたものを用いた。

いつ もの ことながら,調査 にあたっては,町当局,地主,地域住民各位 , さらに,宮城

県多賀城跡調査研究所の同僚諸氏の絶大 な御協 力があった。

末筆で はあるが以上の方々に心 か らの謝意 を表 したい。
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註 9 梅宮茂「郡山市麓山窯跡調査報告」『福島県文化財調査報告書第 8集・福島県埋蔵文

化財調査報告書』福島県教育委員会

註10 永山倉造 「かに沢窯跡」『福島考古学年報 3 1973年』福島考古学会  1974年 3月

註11 岡田茂弘・桑原滋郎 「多賀城周辺 における古代杯形土器の変遷」『研究紀 要 I』 宮

城県 多賀城跡調査研究所  1974年 3月

註12 註 7・ 註11に 同 じ。

ほかに進藤秋輝,平川南,佐々間豊 ,辻秀人 呵を生城跡 I』 宮城県 多賀城跡調査研究所

1974. 3

註13 註 4に 同 じ。

なお,報告者 は杯 をA・ Bの 2者 に分 け,Aを 高畑窯跡 と併行関係 , Bを 日の出山窯



跡群 と併行関係 にあるとして,鳥屋 窯跡群 に8世紀前半 から中葉の年代を与 えている。

しか しこの見解 には若子の誤解 があるよ うに思 われる。高畑窯跡 につ いては報告書で

は 8世紀前半 としているが,後 に報告者で ある工藤氏 は桑原氏 と共 に 8世紀初頭 とい

う年代 を呈示 している。「 僚 北地方 における古代土器生産の展 開」1972年 2月 )一方

日の出山窯跡群 は多賀城倉」建 に伴 うもの と考 えられてお り,そ の年代 は 730年代近辺

と考 えられる。従 って鳥屋窯跡群 と日の出山窯跡群・高畑窯跡 との併行関係 が考 えら

れるとすればその年代 は 8世紀初頭 か ら前半 とすべ きで あると思 われる。 この ことは

かえりのある蓋の存在 か らも うなづ かれ るところと思 う。

註14 『長根窯跡 』および『長根室跡群 H』

討ユ5 討i141こ 同 じ

訂ユ6 誌 14に 同 じ

註17 註 141こ 同 じ

註18 これ らの点 につ いては,近 い】子来 に詳細 な分析結果 を公表 したい。

註19 H調査経過註 2に同 じ。

註20 加藤孝・野崎準 「台の原・小 田原窯跡群 の古窯分布 とその問題点」『東北学院大学東

耳ヒ5て化石汗夢ヒ月斤糸己∃尋多再4手許』 19724F

註21 第14図 に示 した分類 は器形のみによって分 けたもので ある。

註22 佐 々木茂禎『追戸 。中野横穴群 』涌谷町教育委員会 1973年 3月  22～ 23頁 ,34頁

第11図  第17図

註23 先 に長根 A地点の製品で ある可能性 が芋旨摘 されていた岩沼市長谷寺横穴 出上の長頸

瓶 は桑原滋郎氏 と共 に再検討 した結果長根 A地点の製品で はないとの結論 に達 した。

註24 倉 田芳郎,坂詰秀― 「東北,関東」『日本の考古学 Ⅵ』河 出書房 1968年 7月

註25 註14に 同 じ

註26 この点 に関 しては氏家和典氏 が別の視点 からすで に同様の見解 を示 している。氏家

和典 「東北横穴の問題」『日本考古学・古代史論集』伊東信雄教授還暦記念会編,吉川

弘文館  1974・ 2

註27 渡辺泰伸 『陸奥国官窯群 H』 古窯跡研究会 1976年 5月

25



区版 l A地点 3号窯 上右 前方より  上左 煙道より  下 内部



A地点 5号窯

A地点 6号窯

上

下

左 前方より  右 上方より



図版 3

A地点 6号窯

上右 全景

上左 内部

下  焼台



図版 4 A地 点 3・

1・ 2 甕頚部  3
6 甕体部叩目  7・

5。 6号窯出土須恵器

高台付杯  4 皿  5 杯

8 甕頚部補修
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