
秋田県文化財調査報告書第479集

六  日  市  遺  跡

２０１２・７

秋  田  県  教  育  委  員  会

―一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ―



シンボルマークは、北秋田市白坂（しろざか）遺跡出土の

｢岩偶｣です。

縄文時代晩期初頭、1992年８月発見、高さ７㎝、凝灰岩。







六
む い

  日
か

  市
い ち

  遺  跡

２０１２・７

秋  田  県  教  育  委  員  会

―一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ―





序

　本県には、これまでに発見された約4,900か所の遺跡をはじめとして、

先人の遺産である埋蔵文化財が豊富に残されています。これらの埋蔵文

化財は、地域の歴史や伝統を理解し、未来を展望した彩り豊かな文化を

創造していくうえで、欠くことのできないものであります。

　一方、日本海沿岸東北自動車道をはじめとする高速交通体系の整備は、

秋田県がめざす活発な地域交流と連携のための、根幹を成す開発事業で

あります。本教育委員会では、これらの開発との調和を図りながら、埋

蔵文化財を保存し、活用することに鋭意取り組んでおります。

　本報告書は、一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業に係る工事に先立っ

て、平成23年度に、にかほ市において実施した六日市遺跡の発掘調査の

成果をまとめたものであります。調査では、鍛冶作業を行った平安時代

の竪穴建物跡などが見つかりました。

　本書がふるさとの歴史資料として広く活用され、埋蔵文化財保護の一

助となることを心から願うものであります。

　最後になりましたが、発掘調査及び本報告書の刊行にあたり、御協力

いただきました国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所、にかほ

市教育委員会など関係各位に対し、厚くお礼申し上げます。

　　平成24年７月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会

教育長　米　田　　進　
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例　　言

１　本書は、一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業に伴い、平成23（2011）年度に発掘調査した、秋田

県にかほ市に所在する六日市遺跡の発掘調査報告書である。

２　調査要項

遺 跡 名　　　六日市遺跡（むいかいちいせき）

遺 跡 略 号　　　６ＭＫＩ

遺 跡 所 在 地　　　秋田県にかほ市黒川字六日市136外

調 査 期 間　　　平成23年８月８日～平成23年９月28日

調 査 面 積　　　1,196㎡

調 査 主 体 者　　　秋田県教育委員会

調 査 担 当 者　　　山田　徳道　 （秋田県埋蔵文化財センター中央調査班　学芸主事）

　　　　　　　　　水品　仁志　 （秋田県埋蔵文化財センター中央調査班　学芸主事）

総 務 担 当 者　　　菊地　尚久　 （秋田県埋蔵文化財センター中央調査班　主査）

調査協力機関　　　国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所　にかほ市教育委員会

３　調査の内容については、すでにその一部が埋蔵文化財センター年報などによって公表されている

が、本報告書を正式なものとする。

４　発掘調査から報告書作成にあたり、以下の業務については委託により実施した。

　　表土除去・排土移動：三共株式会社

　　グリッド杭打設：三栄測量株式会社

　　放射性炭素年代測定・炭化材樹種同定：株式会社加速器分析研究所

５　本書の草稿執筆は、水品仁志が行い、山田徳道が加筆した。編集は水品が行った。

６　第４章「理化学的分析」は、株式会社加速器分析研究所に業務委託した成果報告である。
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凡　　例

１　本書の８ページに使用した地図は、国土地理院発行の５万分の１地形図（象潟）である。

２　本報告書に収載した遺跡図面等に付した方位は平面直角座標第Ｘ系座標北である。

３　遺跡基本層位にはローマ数字を、遺構内層位にはアラビア数字を使用した。

４　遺跡基本層位と遺構内層位の土色の表記は、農林水産省水産技術会議事務局監修、財団法人日本

色彩研究所色票監修『新版　標準土色帖』2005年版によった。

５　遺構番号は、その種類ごとに下記の略記号を用い、検出順に通し番号を付したが、後に検討の結

果、遺構ではないと判断したものは欠番とした。

　　　ＳＩ・・・竪穴建物跡　　　　　ＳＤ・・・溝跡　　　　　　　ＳＡ・・柱穴列

　　　ＳＫ・・・土坑　　　　　　　　ＳＫＰ・・柱穴様ピット　　　Ｐ・・・竪穴建物跡の柱穴

６　挿図の縮尺については原則として次のとおりである。

　　遺構　竪穴建物跡：1/40（ＳＩ03は、1/60）　　　　　 溝跡：1/40（ＳＤ05は、1/100）

　　　　　竪穴建物跡の柱穴：1/40　柱穴列：1/80　土坑：1/40（ＳＫ19は、1/20）

　　遺物　土器：1/3　　　鉄関連遺物：1/2

７　挿図中の遺物番号は、挿図全体で通し番号を付した。図版中の遺物番号は、各図版ごとに付した。
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第１章　調査の経過

第１節　調査に至る経緯

　一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業は、日本海沿岸東北自動車道の建設に伴う国道建設事業であ

る。日本海沿岸東北自動車道は、新潟市から青森市へと至る日本海沿岸の高速交通体系を改善し、沿

線諸地域の生産活動や情報・物資の交通を促進すべく計画された、総延長約320㎞の高速道路である。

　秋田市以南では、この事業によって平成13年に河辺I.C～秋田空港I.C間が、翌年には秋田空港I.C～

岩城I.C間まで開通した。さらに平成20年には、岩城I.C～仁賀保I.C間が暫定供用となった。

　六日市遺跡が所在する仁賀保I.C～象潟I.C間の一般国道７号象潟仁賀保道路については、平成17年

４月に事業化、平成19年10月工事着工された。これを受けて秋田県教育委員会は、平成19年度から仁

賀保I.C～金浦I.C間の遺跡分布調査を開始し、平成21年４月～５月に六日市遺跡を新たに発見した
（註１）

。

平成21年６月17日～19日には、白雪川橋下部工工事に伴う橋台周辺の450㎡を対象に確認調査を実施

し、当該範囲は遺跡は既に削平されていることが判明した
（註２）

。次に、路線内の3,425㎡を対象に平成22

年11月９日～11日にかけて確認調査を実施した。その結果、古代の集落跡であることが判明し、工事

区域内の1,410㎡について発掘調査が必要であることがわかった
（註３）

。さらに発掘前の原因者との現地協

議の結果、調査区に隣接して建設された新金浦大橋橋台工事のため、調査区の南西部の橋台土台周辺

は、大規模な撹乱を受けてしまっていることと、同じく調査区の西端の一部に掛かっている白雪川沿

いの堤防道路は、現在の片側１車線の工事計画では直接工事が及ばないことから、それぞれ今回の調

査対象から外すこととなった。最終的に発掘調査は平成23年８月から９月にかけて1,196㎡を対象に

秋田県埋蔵文化財センターが行うこととなった。

第２節　発掘調査の経過

　平成23年８月８日から９月28日まで実施した発掘調査の経過は次のとおりである。

【第１週】８月８日～８月12日

　発掘調査の諸準備を始める。20名の作業員に作業内容や雇用条件などを説明し、発掘機材等の搬入

や調査環境を整えた。週の前半は、北東－南西方向および北西－南東方向に基本土層ベルトＡ・Ｂ・

Ｃを設定し、基本層序の精査を行った。週の後半は基本土層南東側の遺構検出作業を行ったが、遺構

は検出されなかった。

【夏季休暇】８月15日～８月19日

【第２週】８月22日～８月26日

　基本土層Ａベルトラインより南東側の遺構検出作業を完了したが、遺構は検出されなかった。週の

後半は基本土層Ａベルト北西側の遺構検出作業に着手した。

【第３週】８月30日～９月２日

　主に基本土層Ａベルトラインから北西側の範囲で古代の遺物包含層を掘り下げ、遺構検出作業を行っ
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た。土坑３基、集石遺構１基（ＳＱ03）、大溝跡１条、柱穴様ピット５基を検出した。土坑２基と柱穴

様ピットは精査を完了し、他は精査中である。

【第４週】９月５日～９月９日

　主に基本土層Ａベルトラインから北西側の範囲で古代の遺物包含層を掘り下げ、遺構検出作業を行っ

た。ＳＱ03集石遺構は、竪穴建物跡のカマドである可能性があるためＳＩ03竪穴建物跡に変更した。竪

穴建物跡は２棟検出し精査中である。土坑６基、溝跡２条、柱穴様ピット14基は精査完了した。

【第５週】９月12日～９月16日

　竪穴建物跡１棟、土坑18基、溝跡３条、柱穴様ピット46基の精査を完了した。ＳＩ03竪穴建物跡は

精査中である。

【第６週】９月20日～９月22日

　ＳＩ03竪穴建物跡は引き続き、精査中である。台風15号が接近したため、遺構の養生作業や排水作

業を平行して行った。

【第７週】９月26日～９月28日

　ＳＩ03竪穴建物跡の精査を終了した。続いてローリングタワーを設置して、調査区全体の写真撮影

を行った。これにより、調査対象地の堤防道路部分と自動車道橋台工事による撹乱された部分を除き、

調査を終了した。

第３節　整理作業の経過

　各遺構は、現場で作成した図を第一原図とし、これを基に平面図と断面図を組み合わせ、適宜縮尺

を変更し、第二原図を作成した。第二原図の作成は平成23年10月に行い、トレースは平成23年12月～

平成24年１月にかけて行った。

　遺物の整理は、平成23年９月から平成24年２月にかけて、秋田県埋蔵文化財センター中央調査班に

おいて行った。洗浄・注記・接合・復元作業を実施した。器形が判別できる土器は実測図を作成し、

必要に応じて写真撮影や採択を行った。実測図は基本的に１/１で作成した。

註１　秋田県教育委員会『遺跡詳細分布調査報告書』秋田県文化財調査報告書456集　2010（平成22）年

註２　註１文献。

註３　秋田県教育委員会『遺跡詳細分布調査報告書』秋田県文化財調査報告書465集　2011（平成23）年
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第１節　地理的環境

　六日市遺跡のあるにかほ市は秋田県南西部に位置し、平成17（2005）年３月に仁賀保町・金浦町・象

潟町の３町合併により誕生した。北側と東側は由利本荘市、南側は山形県と接しており、西側は日本

海に面している（第１図）。その面積は240.0で、東西に約16㎞、南北に約23㎞の範囲に広がる。県

内では積雪量の少ない温暖な地域である。市域は、南東にある独立峰の2,236ｍの鳥海山を取り巻く

同心円状の山麓のほぼ北北西～西側を占めている（第２図）。

　六日市遺跡は、旧金浦町、にかほ市黒川字六日市136外に所在する。経緯度は、北緯39度16分27秒、

東経139度56分43秒である。ＪＲ羽越本線仁賀保駅より南東へ約２㎞、白雪川河口からは上流に約２㎞

遡った地点にある（第３図）。この調査区はもともと象潟泥流台地の上に白雪川によって形成されつつ

あった小規模な氾濫原の一部と考えられる
（註１）

。

　遺跡周辺の地形は、鳥海山の形成と崩壊によって生み出されてきた。約2,500年前の噴火によって

形成された地形が基になって、現在に至っている。県境付近の地形は、鳥海山を中心に同心円状に高

度分布が広がり、山頂からにかほ市にかけての高度は西～北西方向に規則的に漸減している。また、

山麓部には「山体崩壊」「岩屑なだれ」で形成さ

れた標高18～20ｍの小高い丘が随所に点在す

る。白雪川は鳥海山の北麓に源を発し、裾野の

傾斜に沿って中流部では北北西に流出し、下流

部になると、いくつかの小丘の間を縫うように

蛇行を繰り返しながら北西方向に進路をやや変

更し、市役所がある平沢地区西方の日本海に注

いでいる
（註２）

。

　調査区は、近年流路の付け替え工事が行われ

たために、現状では金浦大橋付近の白雪川の東

側に面している。しかしもともと流路は、調査

区の南側から東側に湾曲し、さらに北側を西に

向かって200ｍほどの地点で再び向きを北に変

え、日本海に注いでいた。調査区は旧河道湾曲

内部にあたる標高約18ｍの相対的な微高地であ

る。湾曲内部は、1976年に撮影された航空写真

では西側が水田、東側が畑地と河畔林になって

いた。近年は畑地として利用されており、調査

区北側は調査期間中も畑地として利用されてい

た（第４図）。第１図　遺跡位置図
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第２図　鳥海山周辺地域の切峰面図

第３図　地形区分図
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第４図　周辺地形図
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第２節　歴史的環境

　現在のにかほ市のある地域は古代から中世、近世にわたって史料にたびたび登場すると共に、古の

面影の垣間見られる遺跡や文化財が点在する。地理的環境と同様、鳥海山が歴史に与えた影響も少な

くない。ここでは、本地域の遺跡を中心に歴史的環境を概観する。

　この地域の縄文時代の遺跡は、紀元前466年の鳥海山の山崩れに伴う岩屑なだれに覆われてしまっ

た可能性があり、確認されている遺跡が少ない。縄文時代中期の土器片が出土している前川谷地中遺

跡（33）
（註３）

と鹿島台遺跡（34）は、大森山が盾となって岩屑なだれを免れたため、その存在が確認できた例

である。このほか第５図にある縄文時代の遺跡は岱山Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡（35～37）、黒潟遺跡（22）、晩期の

土器が出土している高田遺跡（23）、縄文時代の陥し穴が検出された平安時代との複合遺跡である下岩

ノ沢遺跡（29）などである。弥生時代の遺跡はほとんど確認されていなかったが、平成22年家ノ浦遺跡

（７）で弥生土器
（註４）

が、平成23年に清水尻Ⅱ遺跡（14）から、弥生時代の土坑や溝跡が検出され、土器、石

器が出土している
（註５）

。

　古代の遺跡は先述の下岩ノ沢遺跡（29）の他、立沢遺跡（15）、前田表遺跡（３）、前田表Ⅱ遺跡（２）、

家ノ浦Ⅱ遺跡（８）、清水尻Ⅰ遺跡（13）、清水尻Ⅱ遺跡（14）などがある。下岩ノ沢遺跡からは竪穴建物

跡のほか、鍛冶滓など製鉄に関連する遺物が検出されており、９世紀末から10世紀前半に営まれた集

落跡と考えられている
（註６）

。立沢遺跡からは掘立柱建物跡、製塩遺構が検出され、墨書土器、円面硯が出

土したことから、官衙と関係を持つ遺跡であると考えられている
（註７）

。立沢遺跡の北側に位置し、墨書土

器が出土している前田表Ⅱ遺跡
（註８）

や隣接する前田表遺跡
（註９）

など周辺遺跡との関連の研究が待たれる。また

家ノ浦Ⅱ遺跡は鍛冶関連の工房、祭祀の場、水場という３つの性格をもつ遺跡であることがわかり、

緑釉陶器の優品も出土している
（註10）

。清水尻Ⅰ遺跡では、県内最古の９世紀後半の畑跡が検出され
（註11）

、清水

尻Ⅱ遺跡ではテラス状遺構や官道跡のような官衙との関わりを示唆する遺構が確認されている
（註12）

。

　古代において鳥海山は大物忌神として畏敬の対象であった。大物忌神の初見は『続日本後紀』838

（承和５）年である。この年の５月に従五位上から正五位下に位階を与えられたことを皮切りに徐々に

その位階は上がり、880（元慶４）年には従二位が与えられている。『三代実録』の記録では871（貞観13）

年４月に噴火し、その悲惨な情景が記されている。このような噴火に対する人々の恐れとともに、こ

の時期に起こった元慶の乱や天慶の乱にみられる蝦夷との関係による不安が、大物忌神に対する畏敬

の念と救いを求める願いとして人々の間にあったものと思われる。「鳥海山」の名が歴史上に登場す

るのは、室町時代に入ってからである
（註13）

。

　中世の遺跡は、山根館（26）・安倍館（４）・鴻ノ巣館（12）・平沢館（21）・美濃輪館（24）・待居館（27）・

丸山館（28）・赤石館（30）・中山館（31）・栗山館（32）・天狗平館（38）など城館の跡が数多く確認され

ている
（註14）

。県指定史跡である山根館は仁賀保氏が135年間居城したことがわかっている山城で、仁賀保

氏が関ヶ原の戦い後に常陸武田へ転封になったことに伴い、1602（慶長７）年に廃城となっている。最

高所にある主郭ほか、多数の曲輪や空堀、古道があった。由利地方の館跡の中でも規模が大きく、当

時の状態がよく残っている。由利諸氏の動きについて概観すると、鎌倉初期の奥羽合戦後、由利郡で

は他地域のように関東武士団が地頭に任命されることはなく、平安時代以来の在地領主であった由利

氏がそのまま安堵された。しかしその由利氏も北条氏に地頭職を奪われ、大弐局の支配下となり、後
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にその甥の大井氏が職を相続し、仁賀保氏の祖となった。

　室町時代になると分割相続が続けられた結果、大井（矢島）氏・仁賀保氏・赤宇津（赤尾津）氏・下村

氏・玉米氏・打越（内越）氏・滝沢氏・羽川氏などの俗に言う由利十二頭がそれぞれ小さくなった領地

を支配した。戦国時代に入ると安藤（安東）氏や最上氏・小野寺氏などの戦国大名の影響を受け、相

争うようになる。しかし、この由利諸氏の抗争は、豊臣秀吉の小田原征伐のあった1590（天正18）年に

は終焉を迎え、仁賀保氏・小介川氏・滝沢氏・打越氏・岩屋氏の由利五人衆は、秀吉から正式に大名

として認められるに至った。

　江戸時代の仁賀保・由利地域の領主は、たびたび変わっている。まず、1602（慶長７）年に佐竹氏が

秋田に移封になると、最上義光が由利郡を領することになった。それに伴い、由利五人衆のうち仁賀

保氏と打越氏は常陸へ移り、滝沢氏と岩屋氏は最上家家臣として由利郡に残り、小介川氏は断絶した。

最上氏の支配下で、仁賀保地域では新田開発が盛んに進められたが、1622（元和８）年に最上氏は改易

になる。その後１年間は本田正純領となるも翌年改易となり、1623（元和９）年には六郷氏・岩城氏・

仁賀保氏・打越氏が入ることとなった。次いで仁賀保には、大坂にいた仁賀保挙誠が、平沢以南から

庄内藩境に至る１万石を賜り、旧領に戻ってくる。翌年に挙誠が亡くなると、長男良俊が象潟の塩越

に本拠地を置き、仁賀保藩主となった。1631（寛永８）年に良俊が嗣子なく断絶してしまったため、良

俊が相続していた仁賀保７千石は断絶、また矢島３千石に入っていた打越氏も1634（寛永11）年には断

絶した。1640（寛永17）年に生駒氏が入部する。仁賀保の旧領１万石の領地は、仁賀保氏（良俊の弟）、

矢島藩、本荘藩で三分割された。そのため、仁賀保には一人の領主がすべて治める地域と、複数の領

主が分割して知行する「相給村」という特殊な地域とが形成された。この「相給村」の形成に象徴さ

れるように、近世の仁賀保地区の領主の変遷は複雑であった。なお、本調査区の所在する六日市地区

は、大部分が本荘藩の領地であった。

　その後1869（明治２）年の版籍奉還により酒田県、翌年には山形県が管轄した時期があり、1871（明

治４）年に秋田県に編入され、現在に至っている
（註15）

。

註１　調査区は象潟泥流台地上にあるが、今回の調査で基盤は白雪川の河床砂礫上に堆積する砂層であることを確認した。

註２　本節の地理的環境に関する記述は次の文献に基づく。

秋田県『土地分類基本調査　象潟・吹浦』　2003（平成15）年

註３　（　）内の数字は、第１表の遺跡一覧の遺跡番号および第５図の地図中番号に対応。

註４　秋田県教育委員会『家ノ浦遺跡』秋田県文化財調査報告書473集　2012（平成24）年

註５　秋田県埋蔵文化財センター『秋田県埋蔵文化財センター年報30』　 2012（平成24）年

註６　仁賀保町教育委員会『下岩ノ沢遺跡発掘調査報告書』　1986（昭和61）年

註７　仁賀保町教育委員会『立沢遺跡発掘調査報告』　1987（昭和62）年

註８　秋田県教育委員会『前田表Ⅱ遺跡』秋田県文化財調査報告書第451集　2010（平成22）年

註９　秋田県教育委員会『前田表遺跡』秋田県文化財調査報告書第469集　2011（平成23）年

註10　註５文献。

註11　註５文献。

註12　註５文献。

註13　須藤儀門『鳥海考』　1988（昭和63）年

註14　秋田県教育委員会『秋田県の中世城館』秋田県文化財調査報告書第86集　1981（昭和56）年

註15　本節の歴史的見解に関する記述は次の文献に基づく。

　　　仁賀保町教育委員会『仁賀保町史　普及版』　2005（平成17）年
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第５図　六日市遺跡と周辺遺跡位置図
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第１表　六日市遺跡周辺の遺跡一覧

番号 遺跡地図番号 遺跡名 種別 遺構・遺物 備考

1 214-35-64 六日市 集落跡 竪穴建物跡・土坑・溝跡、土師器・須恵器・鉄滓

2 214-35-57 前田表Ⅱ 集落跡 土坑・溝跡、土師器・須恵器・須恵系陶器・土製品など

3 214-35-36 前田表 集落跡 竪穴建物跡、土師器・須恵器

4 213-35-30 安倍館 館跡 空堀 市指定史跡

5 214-35-15 阿部堂 遺物包含地 古銭 (開元通宝・宗元通宝) など約360枚

6 214-35-68 阿部舘 集落跡 掘立柱建物跡・土坑・溝跡・井戸跡、土師器・須恵器など

7 214-35-61 家ノ浦 集落跡 竪穴建物跡・掘立柱建物跡・土坑、古銭・土師器・須恵器など

8 214-35-65 家ノ浦Ⅱ 集落跡 掘立柱建物跡・土坑・溝跡・鍛冶炉、緑釉陶器・須恵器など

9 214-35-16 旧熊野神社 寺院跡 鉄滓、羽口

10 214-35-49 須郷谷地 遺物包含地 鉄滓

11 214-35-48 出ヶ沢 遺物包含地 土師器・須恵器

12 214-35-39 鴻ノ巣館 館跡 空堀

13 214-35-66 清水尻Ⅰ 集落跡 畑跡、土師器・須恵器・鉄滓

14 214-35-67 清水尻Ⅱ 集落跡 道跡・竪穴建物跡、弥生土器、土師器・須恵器・鉄滓など

15 214-35-34 立沢 集落跡 掘立柱建物跡、土師器・須恵器・木製品など

16 214-35-59 上谷地Ⅰ 遺物包含地 土師器・須恵器

17 214-35-60 上谷地Ⅱ 集落跡 掘立柱建物跡・土坑・溝跡、土師器・須恵器

18 214-35-58 新脇田 遺物包含地 土師器・須恵器

19 214-35-62 横枕 集落跡 竪穴建物跡・鍛冶炉、縄文土器、土師器・須恵器・鉄滓

20 214-35-13 仁賀保家陣屋 陣屋跡 堀跡

21 214-35-53 平沢館 館跡

22 214-35-47 黒潟 遺物包含地 縄文土器、土師器・須恵器

23 214-35-52 高田 遺物包含地 縄文土器 (晩期)

24 214-35-37 美濃輪館 館跡 土塁

25 214-36-５ 黒川館 館跡

26 214-35-② 山根館 館跡 礎石建物跡・曲輪・空堀・古道跡 県指定史跡

27 214-35-32 待居館 館跡 市指定史跡

28 214-35-38 丸山館 館跡

29 214-35-35 下岩ノ沢 集落跡 陥し穴、竪穴建物跡、縄文土器、土師器・須恵器・鉄滓 市指定史跡

30 214-36-14 赤石館 館跡

31 214-35-54 中山館 館跡

32 214-35-31 栗山館 館跡 空堀

33 214-36-19 前川谷地中 遺物包含地 縄文土器 (中期）

34 214-36-18 鹿島台 遺物包含地 縄文土器 (中期）

35 214-35-43 岱山Ⅰ 遺物包含地 石鏃・石匙 市指定史跡

36 214-35-44 岱山Ⅱ 遺物包含地 縄文土器

37 214-35-45 岱山Ⅲ 遺物包含地 縄文土器

38 214-35-28 天狗平館 館跡
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第１節　調査の方法

　発掘方法はグリッド法を採用した。調査対象範囲内の任意の点、世界測地系平面直角座標第Ｘ系（Ｘ＝

－80,204.000,Ｙ＝－76,616.000ｍ）を原点（ＭＡ50）とし、ＭＡ50を通る座標の南北ラインを南北基線

として、これに直交するラインを東西基線と定めた。この東西南北に沿って４ｍ×４ｍ方眼を組み、

その交点にグリッド杭を打設した。方眼の原点を通る南北線をＭＡ、同じく東西線を50とし、南北線

は西に向かってアルファベットの符号を昇順、東西線は北に向かって数字の符号を昇順となるように

付した。なお、南北線に付した２文字のアルファベットはＡ～Ｔまでの20文字の繰り返しで、ＭＡ～

ＭＴ、ＬＡ～ＬＴと記述する。各区の呼称は南東隅の杭の記号を用いた。

　遺構には種別を問わず確認した順に01から通し番号を付し、精査を行った。また、番号を登録した

後に遺構と判断されなかったものについては欠番とした。

　遺物は遺構内出土のものは、遺跡名・遺構名・出土層位・遺物番号・出土年月日を記入し、遺構外

出土のものは遺跡名・出土区・出土層位・出土年月日を記入して取り上げた。

　調査の記録は主に図面と写真によった。図面はグリッド杭を基準とした簡易遣り方測量を採用し、

平面図・断面図ともに、基本的には１/20の縮尺で作成した。遺構図は主に１/40で掲載した。また遺

物の図面は１/１で原図を作成し、１/３の縮尺で掲載した。写真撮影は、35㎜のモノクロフィルムと

カラーリバーサルフィルム及びデジタルカメラを使用した。

第２節　基本層序

　調査区は、象潟泥流台地上に形成された白雪川下流の小規模な氾濫原にある。以前は水田や畑に利

用されていたこともあって、ほぼ平らな地形をしている。調査区は当初、北端のやや突き出た部分を

除けば、長方形に近い形状をしていたため、南北の２本の外郭線とほぼ平行になるように北東－南西

ラインを中央にとり、そのラインをほぼ２等分する直交するラインを北西－南東にとって、２本の基

本土層ベルトを設定した。また調査区外画壁も土層観察ができるようにした。

　基本土層は第Ⅰ層から第Ⅲ層まで確認できた（第６図、第７図）。第Ⅰ層は、調査区全体に見られる

畑や水田の耕作土である。西端部から東端部に向かって緩やかに漸減し、層厚が薄くなっている。第

Ⅰa層が最上位の近年まで畑として耕作されていた表土、第Ⅰb層は畑地の前に水田として利用されて

いた耕作土で、酸化鉄が沈着し赤みを帯びる。第Ⅰc層～第Ⅰd層は、より古い時期の水田の耕作土～

床土で、第Ⅰd層にも酸化鉄が沈着し、部分的に赤みを帯びている。第Ⅱ層は、褐色の砂質シルトか

ら成る古代遺物包含層である。基盤である第Ⅲ層を母材として形成された古代前後の旧表土層と考え

られる。部分的に酸化マンガン粒を上位に含む。調査区西側から中央部にかけて層厚が0.2ｍ前後で、

全体的には東側ほど層厚が薄く、基本土層に確認できない地点もあった（第６図断面ｃ）。本層上位は

後世の耕作により削平されていると判断される。第Ⅲ層は暗褐色の砂質シルトからなる基盤層であ
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り、象潟泥流堆積後の白雪川氾濫原堆積物である。

　第Ⅰａ層　　畑の耕作土。灰黄褐色（10ＹＲ４/２）シルト。

　第Ⅰｂ層　　水田の耕作土。暗赤褐色（５ＹＲ４/６）シルト。酸化鉄が沈着。

　第Ⅰｃ層　　水田の耕作土。暗褐色（10ＹＲ３/３）シルト。

　第Ⅰｄ層　　水田の床土。褐色（7.5ＹＲ４/３）シルト。酸化鉄が沈着し部分的に赤みを帯びる。

　第 Ⅱ 層　　古代遺物包含層。褐色（7.5ＹＲ４/３）砂質シルト。部分的に酸化マンガン粒を上位に

含む。

　第 Ⅲ 層　　基盤層。暗褐色土（7.5ＹＲ３/４）砂質シルト。

第６図　基本土層図

第７図　基本土層位置図
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１　概　要

　本調査で検出された遺構は、平安時代の竪穴建物跡２棟、溝跡２条、土坑５基、中世の溝跡１条、

古代から中世に属すると推定される柱穴列３条、土坑３基と柱穴様ピット40基である。平安時代の遺

構は主に調査区の中央部から北東部にかけて、中世以降と考えられる遺構は主に東部で検出された

（第８図）。調査区東側のＳＤ05溝跡を切っている土坑（ＳＫ01）は、堆積土から採取した炭化物の年代

測定の結果から、近世から近代の遺構である可能性の高いことが判明し（第４章第１節）、報告対象か

らは除外した。

２　竪穴建物跡

　本遺跡からは、調査区北側において平安時代の竪穴建物跡が２棟検出された。

ＳＩ03（第９図・図版２－１）

《位 置 ・ 確 認》　 第Ⅱ層上面で礫や土師器がまとまって確認できたＭＡ53区の周辺を数㎝ずつ掘り

下げた結果、ＬＴ52・53区、ＭＡ52～54区、ＭＢ52・53区の第Ⅲ層上位部で褐色

のプランとして確認した。礫がまとまって出土した遺構の北西部分にカマドが存

在したと考えられる。

《重　　　　複》　 ＳＤ21溝跡、ＳＡ24柱穴列、ＳＫＰ133・147・150・152・153・156柱穴様ピット

に切られる。

《規模と平面形》　 西側の壁は一部消失しているが、楕円形に近い形状を呈す。長軸9.2ｍ、短軸7.2ｍ、

床面標高18.0ｍで、その長軸の方向はＮ－45°－Ｗである。

《 壁 》　 削平された西端部分は一部確認できないが、壁全体が緩やかに立ち上がっており、

高さは0.2ｍである。

《床　　　　面》　 床面はほとんど平らである。北側に向かって緩く傾斜しており、北端と南端では

0.2ｍの高低差がある。貼床の痕跡は確認できなかった。

《カ マ ド》　 焼土面は残っていないが、北西寄りの床面からまとまって確認された18個の礫の

うち、７個に被熱痕があり、炭化物を多く含む堆積土で充填されたＰ１柱穴が付

近から検出された。この付近がカマド跡と見られる。

《柱　　　　穴》　 ５基の柱穴（Ｐ１～Ｐ５）を検出した。堆積土は総じて暗褐色で、炭化物を２％前

後含有している。柱痕跡は確認できなかった。建物廃絶後、柱を抜き取って一括

して埋め戻したと考える。

《堆 積 土》　 ３層に分かれる。どの層にも炭化物が混入し、１～２層には土師器や須恵器が見

られた。建物廃絶時に一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 カマド跡と考えられる遺構北西部において、須恵器片や土師器片がまとまって出

土した。調査区の中ではこのＳＩ03竪穴建物跡付近からの遺物の出土量が一番多

かった。このほか、鍛冶滓が１点出土している（第17図33）。また、Ｐ２柱穴から
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須恵器破片が１点出土している。

《所　　　　見》　 ３層から採取した炭化物を放射性炭素年代測定をし、１σ暦年較正年代で表すと

782～937calADの間に４つの範囲で示された（第４章第１節）。このことから本遺

構は、３層が一括して埋め戻されたとすると、遺跡初現時期の９～10世紀の平安

時代に属する可能性が強い。

ＳＩ10（第10図・図版２－２）

《位 置 ・ 確 認》　 調査区北部、ＬＱ・ＬＲ55区第Ⅲ層上面で暗褐色～黒褐色のやや不明瞭な長円形

のプランを確認した。

《重　　　　複》　 西端をＳＫ23土坑によって切られている。

《規模と平面形》　 長軸４ｍ、短軸3.4ｍ、床面標高17.8ｍである。長軸方向Ｎ－50°－Ｗの隅丸の菱

形の形状を呈す。

《 壁 》　 南側の壁がきわめて緩やかに立ち上がり不明瞭である。それに対して、北側の壁

はやや急に立ち上がり、約0.25ｍの高さがある。

《床　　　　面》　 やや凹凸があり、南側から北側に向かって緩く傾斜する。南北の高低差は約0.2ｍ

ある。貼床は確認できなかった。

《カ マ ド》　 炉、あるいはカマドは確認できなかった。

《柱　　　　穴》　 Ｐ１～Ｐ５柱穴は竪穴内で、Ｐ６・Ｐ７柱穴は竪穴の外側で検出した。Ｐ１柱穴

の上位層には、炭化物が多く混入した黒褐色土を確認した。柱痕跡は確認できな

かった。廃絶時に、柱は抜き取られたと考える。

《堆 積 土》　 ３層に分かれている。１層は黒褐色から暗褐色を呈し、炭化物の他に土師器片が

多く含有されている。建物廃絶後に一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 本調査区でＳＩ03竪穴建物跡の次に遺物の出土量が多かったのが、このＳＩ10竪

穴建物跡の付近であった。特に竪穴内では、南東側から土師器片が多数、須恵器

が数点、またＰ１柱穴付近から鉄製品が１点（第17図34）と鍛冶滓が１点（第17図

35）出土した。

《所　　　　見》　 Ｐ１柱穴付近の３層から採取した炭化物を放射性炭素年代測定で調べたところ、

１σ暦年較正年代は899～988calADの間に２つの範囲で示された（第４章第１節）。

９世紀末～10世紀末の木片である可能性が高い。カマドがなく、詳細不明の鉄製

品と鍛冶滓が出土したことから、本遺構は平安時代半ば、10世紀前後の鍛冶関連

施設だった可能性が想定される。

３　柱穴列

　ＳＩ03竪穴建物跡の付近で３条の柱穴列が検出された。それぞれの位置は平行ではない。しかし、

いずれも走向がおよそ南北方向に沿った列として確認できた。発掘中は掘立柱建物の柱穴の可能性も

想定して精査したが、東西方向での柱穴列は確認できなかった。なお、柱穴列の走向が南北方向に沿

うのは、調査区東隣を北流していた白雪川旧河道に規制された可能性も想定される。ただし、柱穴列
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と関連のある建物等が列の西側に存在した可能性も考えられるが、調査区内でそのような遺構は検出

されなかった。

ＳＡ24（第11図）　

《位 置 ・ 確 認》　 初めはＭＡ52・53区でＳＩ03竪穴建物跡を精査中に、それを切る十数基の柱穴様

ピット群を確認した。その中に直線上にほぼ等間隔で分布し、かつ堆積土がどれ

も黄褐色を呈している３基の柱穴があったため、ＳＡ24柱穴列と認定した。

《重　　　　複》　 ＳＩ03竪穴建物跡の中央部を切る。

《規　　　　模》　 柱穴の平面は３つともほぼ円形で、径0.24～0.46ｍ、深さ0.38～0.42ｍである。

柱穴列の全長は4.7ｍで、柱穴の芯々距離はＰ１～Ｐ２間が2.0ｍ、Ｐ２～Ｐ３間

が1.9ｍである。柱穴列の走向はＮ－20°－Ｅである。

《堆 積 土》　 ３基ともににぶい黄褐色土で、どの穴にも地山塊と直径２～３㎜の炭化物が混入

している。柱痕跡は確認できなかった。柱抜き取り後、一括して埋め戻されたも

のと考える。

《出 土 遺 物》　 遺物はない。北端のＰ１柱穴内には、２個の角礫が上下に積み重なっている状態を

確認した。廃絶時に意図的に角礫を柱穴に充填したものと考えられる（図版４－３）。

《所　　　　見》　 平安時代前半に属すると推定されるＳＩ03竪穴建物跡を切っているので、当該期

を上限とする。ＳＡ24柱穴列の西側には耕作に伴う撹乱があり、関連遺構も検出

されなかったため、現状ではその性格は不明である。

ＳＡ25（第11図・図版４－１）

《位 置 ・ 確 認》　 ＳＩ03竪穴建物跡の検出中、ＬＴ52・53区で検出した。ＳＩ03竪穴建物跡の付近

で十数個の柱穴様ピットを確認し、そのうち北西－南東方向に直線的に並ぶ３基

を柱穴列と認定した。

《重　　　　複》　 Ｐ３柱穴は、ＳＤ21溝跡の東端部を切っている。

《規　　　　模》　 柱穴の平面はどれも円形に近い。径0.22～0.30ｍ、深さ0.26～0.42ｍである。柱

穴列の全長は3.6ｍで、柱穴の芯々距離はＰ１～Ｐ２間が1.6ｍで、Ｐ２～Ｐ３間

が2.1ｍである。柱穴列の走向はＮ－35°－Ｗである。

《堆 積 土》　 ３基ともに褐色土で、それぞれ地山塊と直径２～３㎜の炭化物が混入している。

　　　　　　　　　柱痕跡は確認できなかった。柱抜き取り後、一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 遺物はない。

《所　　　　見》　 ＳＤ21溝跡を切っていることから、それ以降に掘削されたと考えられるが詳細は

不明である。他の遺構との関連性も、現状では想定できない。

ＳＡ26（第11図）

《位 置 ・ 確 認》　 ＳＩ03竪穴建物跡の東側を精査中、ＳＤ09溝跡南側のＬＲ51区、ＬＳ52・53区に

おいて走向がほぼ南北方向に揃った柱穴４基を確認した。
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《重　　　　複》　 重複はない。

《規模と平面形》　 柱穴の平面はどれも円形に近い。径0.20～0.30ｍ、深さ0.18～0.30ｍ。柱穴の

芯々距離は、Ｐ１～Ｐ２間が2.0ｍ、Ｐ２～Ｐ３間が1.3ｍ、Ｐ３～Ｐ４間が1.95ｍ

である。柱穴列の全長は4.8ｍで、柱穴列の走向は、Ｎ－10°－Ｗである。

《堆 積 土》　 堆積土の土色はそれぞれ異なるが、いずれの柱穴にも直径２～３㎜の炭化物が混

入していた。柱痕跡は、確認できなかった。柱抜き取り後、一括して埋め戻され

たものと考える。

《出 土 遺 物》　 Ｐ３柱穴から土師器片が１点出土した。

《所　　　　見》　 柱穴に土師器片が混入していることや検出された土層から平安時代の可能性が強

い。しかし詳細な時期や性格は不明である。

４　溝跡

　溝跡は３条検出した。そのうちＳＩ03竪穴建物跡の東側において確認したＳＤ09・21は古代の溝跡、

調査区西部で確認した規模の大きなＳＤ05は中世の溝跡と考えられる。

ＳＤ05（第12図・図版３－１・２・図版４－２）

《位 置 ・ 確 認》　 ＭＡ50、ＭＢ50・51、ＭＣ50・51、ＭＤ50・51、ＭＥ・ＭＦ51区の第Ⅲ層上面で、

灰黄褐色の細長いプランとして確認した。

《重　　　　複》　 ＳＫ08土坑を切り、ＳＫ07土坑に切られている。

《規　　　　模》　 幅約1.7ｍ、深さ約0.6ｍ、長さ約17ｍで、断面は半円に近く、両端は擂り鉢状に

立ち上がる（第12図、図版３－２）。西端の底面標高は17.98ｍ、東端のそれは

17.67ｍで、溝の両端の差が約0.3ｍある。そのため、降雨時は主に東側を中心に

堪水が見られた。

《堆 積 土》　 ４～５枚の層を成す。全体にわたって、下層部に厚さ12～18㎝の層厚の粘土層が

見られる（Ａ－Ｂ断面の２～３層、Ｃ－Ｄ断面の２～３層、Ｅ－Ｆ断面の２～４

層、Ｇ－Ｈの４層、Ｉ－Ｊの４～５層）。粘土層が自然に堆積した可能性も否定

できないが、比較的溝の底部の曲面に沿って層厚が一定であることから、溝に不

透水性の機能をもたせるため人為的に客土された可能性がある。

《出 土 遺 物》　 土師器甕の破片が１点出土した。

《所　　　　見》　 １層から採取した炭化物を放射性炭素年代測定で調べたところ、１σ暦年較正年

代が1225～1264calADの範囲であった（第４章第１節）。13世紀の遺構の可能性が

ある。底部に溝底の曲面に沿って粘土層があることから、人為的に敷設された可

能性もある。ただ、堆積土には時期を示すような遺物がほとんど包含されていな

かった。現状では、その性格は不明である。

ＳＤ09（第11図）

《位 置 ・ 確 認》　 ＬＳ53区の第Ⅱ層から細長い溝として検出した。西端部は撹乱によって消失し、
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東端部も徐々に浅くなって検出面から消失している。

《重　　　　複》　 重複はない。

《規　　　　模》　 長さは約3.2ｍ、幅0.2ｍ前後、深さ0.1ｍである。両端の底面標高はそれぞれ18.1ｍ

で、ほとんど差がない。

《堆 積 土》　 １層で、暗褐色のシルトである。炭化物や地山塊が包含されている。一括して埋

め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 西端部から東へ１ｍ離れた部分の堆積土から、土師器甕の底部が出土した。

《所　　　　見》　 本遺構は、ＳＤ21溝跡と対になった幅３ｍ余りの平安時代の道路遺構の側溝の可

能性も想定される。しかし、いずれも確認された長さが３ｍ前後に過ぎず、断定

できない。

　

ＳＤ21（第11図・図版４－１）

《位 置 ・ 確 認》　 ＬＴ52区の第Ⅱ層で細長い溝として検出した。西端部は徐々に浅くなって消失し

ている。

《重　　　　複》　 西端部は、ＳＩ03竪穴建物跡の壁を切っている。東端部は、ＳＡ25柱穴列Ｐ３

柱穴によって切られている。

《規　　　　模》　 長さ約2.8ｍ、幅0.2ｍ前後、壁の高さ0.1ｍで、断面は半円状を呈する。その主

軸方向は、Ｎ－80°－Ｗである。ＳＤ09溝跡とほぼ平行な位置関係にある。両端の

底面標高はそれぞれ18.1ｍで、差はほとんどない。

《堆 積 土》　 １層で、暗褐色のシルトである。炭化物や地山塊が包含されていることから、一

括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 東端部から西へ0.6ｍほど離れた部分の堆積土から、土師器甕の口縁の一部が出

土した。

《所　　　　見》　 ＳＤ09溝跡と約3.1ｍ間隔で、ほぼ平行である。壁の高さや幅がほぼ同じ規模で、

底面標高も同じである。これら２条の溝は同時期に存在したものと考える。ＳＤ09

溝跡と対になった平安時代の道路遺構の側溝の可能性も想定される。しかし、上

述のように、いずれも確認された長さが３ｍ前後に過ぎず、また道路面も未確認

であり、断定できない。

５　土坑

　古代から中世の土坑は当初23基あると思われたが、調査の結果、近現代の耕作に伴うと推定される

土坑も含まれていたことが判明し、中世以前に属する土坑は８基であった。そのうち長軸が２ｍを超

える大形の土坑は２基、それ以外は長軸1.20～0.96ｍの比較的小形のものである。

ＳＫ02（第13図）

《位 置 ・ 確 認》　 ＬＰ51区の第Ⅲ層上面で検出した。基盤面直上に褐色の明瞭なプランとして確認

した。調査区内の遺構の中では最も旧河道に近いところに位置する土坑である。
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《重　　　　複》　 西端の立ち上がりをＳＫＰ104柱穴様ピットに、東端部をＳＫＰ105柱穴様ピット

によってそれぞれ切られている。

《規模と平面形》　 平面形は長軸が約２ｍの正方形に近い形状をしている。長軸の方向はＮ－60°－Ｗで

ある。深さは平均して0.3ｍで、底面標高は18.1ｍである。近年まで耕作地として

利用されてきたことから、壁上部は削平されて消失した可能性が考えられる。

《形　　　　状》　 壁は緩やかに立ち上がり、深さは0.2ｍである。底面はほぼ平らである。

《堆 積 土》　 堆積土は、おおよそ３層に分けられた。また２層下面から扁平な円礫が出土した。

扁平部分に被熱痕が見られたが、周囲部分に焼土面は認められない。底部の３層

は灰黄褐色の砂で、１～２層は褐色土である。土坑は初め開口状態で自然に砂が

堆積した後、その後人為的に一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 土師器片が２点出土している。

《所　　　　見》　 被熱痕のある円礫は廃絶儀礼など、何かの理由でこの穴に埋められた可能性もあ

るが、本土坑の詳細な性格や時期は不明である。

ＳＫ06（第13図）

《位 置 ・ 確 認》　 ＭＡ・ＭＢ50区の第Ⅱ層で検出した。褐色の検出面に、黄褐色の帯状の染みのよ

うに見える部分がリング状に認められ、その中心には隅丸三角形平面の長軸10㎝

ほどの角礫を確認した。

《重　　　　複》　 重複はない。

《規模と平面形》　 径0.8ｍ、底面標高17.8ｍである。深さ0.4ｍで立ち上がりの傾斜が急な、ほぼ円

形平面の落ち込みである。

《形　　　　状》　 壁は擂り鉢状を呈す。底面は平らである。

《堆 積 土》　 堆積土は２層に分かれており、１層は褐色土で粒の大きい炭化物の混入が見られ

る。２層はにぶい黄褐色土で、粘土が混入している。２層が自然堆積したか、人

為的に粘土が敷かれた後に、１層が埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 １層の下部から土師器片が１点出土した。

《所　　　　見》　 ＳＤ05溝跡と同様に、この土坑の底部にも粘土が堆積する。また１層上部に混入

していた角礫は、ＳＡ24柱穴列のＰ１柱穴内で確認した角礫と類似する。ＳＡ24

柱穴列と同じ時期に廃絶された可能性も想定される。

ＳＫ07（第13図）

《位 置 ・ 確 認》　 ＭＡ50区の第Ⅱ層で、円形に近いにぶい黄褐色のプランとして確認した。

《重　　　　複》　 ＳＤ05溝跡の東端を切る。

《規模と平面形》　 長軸が南北方向で、長軸0.96ｍ、深さ0.2ｍである。底面標高は19.0ｍである。

底面は北側がやや浅く、南側に向かって緩く傾斜している。

《 壁 》　 壁は北側が緩やかに、南側は擂り鉢状に立ち上がる。

《堆 積 土》　 堆積土は２層に分かれており、１層はにぶい黄褐色土で直径１～３㎜ほどの炭化
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物が３％と長軸10㎝の長楕円形の円礫が２個混入していた。２層は灰黄褐色土で

直径が１～３㎜ほどの炭化物が３％混入していた。一括して埋め戻されたものと

考える。

《出 土 遺 物》　 なし。

《所　　　　見》　 13世紀前後と推定するＳＤ05溝跡を切ることから、中世以降の遺構と考える。

ＳＫ08（第13図）

《位 置 ・ 確 認》　 ＭＢ50・51区の第Ⅱ層で検出した。当初ＳＤ05溝跡の検出作業を行っていたとこ

ろ、その溝に切られるような半円形の落ち込みとして確認した。

《重　　　　複》　 ＳＤ05溝跡によって切られている。

《規模と平面形》　 長軸は1.2ｍで、方向はＮ－15°－Ｅである。深さは0.5ｍで、底面標高は18.1ｍで

ある。

《 壁 》　 擂り鉢状に立ち上がる。

《堆 積 土》　 ３層に分かれる。１層は褐色土、２層はにぶい黄褐色土、３層は褐色土である。

炭化物の含有は全層で１％ほどだが、下位層の方が炭化物の直径がやや大きい。

　　　　　　　　　一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 遺物は出土しなかった。

《所　　　　見》　 遺構の一部がＳＤ05溝跡によって大きく切られて消失しているため、中世以前の

遺構の可能性がある。遺物は出土せず、その性格は不明である。

ＳＫ18（第14図・図版４－４）

《位 置 ・ 確 認》　 調査区のほぼ中央部、ＬＴ51区の第Ⅲ層上面で検出した。

《重　　　　複》　 重複はない。

《規模と平面形》　 長軸が2.3ｍ、方向はＮ－55°－Ｅである。底面標高は17.8ｍである。南東部がや 

や外側にふくらんだ楕円形に近い形の落ち込みとして検出した。調査区内では最

も大きな土坑である。

《 壁 》　 遺構西側の壁の立ち上がりが東側のそれよりやや緩やかで、深さは0.5ｍである。

《堆 積 土》　 堆積土は４層に分かれる。１層は褐色土で、直径１～３㎝のやや大粒の炭化物を

５％以上含む。２層はにぶい黄褐色土、３層は褐色土、４層は地山塊を30％以上 

含む黄褐色土である。一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 土師器が２点出土している。

《所　　　　見》　 １層下部から採取した炭化物を放射性炭素年代測定で調べたところ、１σ暦年較

正年代が782～892calAD間という結果となった（第４章第１節）。この結果はＳＩ03

竪穴建物跡で採取した炭化物とほぼ同時期であり、この土坑はＳＩ03竪穴建物跡

と同時期の９世紀以降の遺構の可能性が高い。その性格については不明である。
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ＳＫ19（第14図・図版４－５）

《位 置 ・ 確 認》　 調査区東部のＬＰ・ＬＱ54区第Ⅲ層上面で検出した。検出作業中に、土師器甕の

底部を先に確認し、周囲の土を薄く剥がすと円形ににぶい黄褐色土のプランが表

われ、土坑であることを確認した。

《重　　　　複》　 重複はない。

《規模と平面形》　 長軸が0.7ｍ、方向はＮ－45°－Ｗである。底面標高は18.2ｍである。隅丸の正方

形に近い形状を呈している。

《 壁 》　 壁の立ち上がりは緩やかである。深さは、0.2ｍである。

《堆 積 土》　 堆積土は１層がにぶい黄褐色土で、２層が褐色土である。どちらにも炭化物が含

まれている。一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 土坑の中央部１層上部から、土師器甕の底部が出土した（第17図31）。

《所　　　　見》　 出土した土師器の特徴から９～10世紀の遺構である可能性が高い。

ＳＫ22（第14図・図版２－２）

《位 置 ・ 確 認》　 ＳＩ10竪穴建物跡の検出作業中に、ＬＲ55区の第Ⅲ層で検出した。

《重　　　　複》　 重複はない。

《規模と平面形》　 上端は長軸1.1ｍの長円形だが、底部の下端は隅丸の三角形を呈している。深さは 

0.6ｍである。長軸の方向はＮ－75°－Ｅである。底面標高は17.6ｍと調査区内の

遺構の中では低い。

《形　　　　状》　 壁の立ち上がりは西側が急で、ＳＩ10竪穴建物跡に近い東側はそれより緩やかで 

ある。底面は西側でやや深くなっており、傾斜がある。

《堆 積 土》　 堆積土は４層に分かれている。１層は黒褐色土で、直径５～８㎜の炭化物が５％

含まれる。一括して埋め戻されたものと考える。

《出 土 遺 物》　 １層から土師器坏の一部が出土した（第17図32）。

《所　　　　見》　 ＳＫ23土坑と形状や規模が似ているが、その性格は不明である。

 

ＳＫ23（第14図・図版２－２）

《位 置 ・ 確 認》　 ＳＩ10竪穴建物跡の検出作業に伴って、ＬＲ55区第Ⅲ層で検出した。

《重　　　　複》　 ＳＩ10竪穴建物跡の西端部を切っており、ＳＫＰ151柱穴様ピットによって、切ら 

れている。

《規模と平面形》　 土坑の上端は、長軸1.2ｍの長楕円状を呈す。その方向はＮ－35°－Ｗである。底

面 標高は17.6ｍで、調査区内の遺構の中では低い。

《 壁 》　 壁の立ち上がりは急で、北寄りの方が0.5ｍ、南寄りが0.4ｍの深さである。

　　　　　　　　　ＳＫ22土坑同様、底面に傾斜がある。

《堆 積 土》　 ３層に分かれる。１層は黒褐色土で、直径５～８㎜の炭化物が２％含まれている。 

２層は暗褐色土、３層は褐色土で、それぞれ炭化物が混入していた。一括して埋

め戻されたものと考える。
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《出 土 遺 物》　 １層から土師器坏や甕の破片が３点出土している。

《所　　　　見》　 ＳＫ22土坑と規模や形状が似ているが、その性格は不明である。

６　柱穴様ピット

　調査区中央部から北東部にかけて柱穴様ピット40基を検出した。ＳＩ03竪穴建物跡やＳＤ21溝跡を

切っているピットが存在していることから、平安時代後半～中世のものが多いと推定される。なお、

各位置については遺構配置図（第８図）に掲載した。個々の規模については、柱穴様ピット観察表（第

２表）に掲載した。

７　遺構外出土遺物

　土師器甕・坏・皿、須恵器甕・壺の破片が第Ⅱ層から出土している。主に調査区中央部～北東部の

竪穴建物跡付近から出土している。調査区南側の白雪川旧河道に近い地点では、土師器などの遺物の

出土は少なかった。出土量において、土師器が占める割合が多く、須恵器が少ないのが特色である。

（１）土師器　酸化炎焼成で赤褐色を呈する土師器と内黒土師器も出土した。坏や甕の底部を観察す

ると回転糸切り痕が確認でき、形成にロクロを使用した土師器がある一方で、輪積みにより成形さ

れ、網代圧痕が見られる土師器の坏も出土している。出土した土師器の中には、表面の摩滅が著しく、

ロクロ目や糸切り痕など判別不能な遺物もあった。

（２）須恵器　平安時代の須恵器の甕や壺の破片が数点出土している。そのうち状態が比較的良好な

ものが３点あり、２点は調査区北部のＳＩ10竪穴建物跡に近いＬＳ55区で、残り１点は調査区中央の

ＳＫ18土坑に近いＬＳ51区において出土した。
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第９図　ＳＩ03竪穴建物跡
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第３節　検出遺構と遺物

第10図　ＳＩ10竪穴建物跡
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第３章　調査の方法と成果

第11図　ＳＡ24・25・26柱穴列、ＳＤ09・21溝跡
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第３節　検出遺構と遺物

第12図　ＳＤ05溝跡
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第３章　調査の方法と成果

第13図　ＳＫ02・06・07・08土坑
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第３節　検出遺構と遺物

第14図　ＳＫ18・19・22・23土坑
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第３章　調査の方法と成果

第２表　柱穴様ピット観察表
※「直径」は柱穴の中心を通過する最大値を計測した。

※「短径」は直交するラインで最大値を計測した。

番号 地区 平面形
規模（ｍ） 底面標高

（ｍ）
土色 土性 しまり 粘性 混入物

重複関係
新＞旧

出土遺物
長径 短径 深さ

101 LQ51 円 0.24 0.24 0.20 18.0 暗褐色(10YR3/3) SiL 中 弱
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm3%

― 土師器（坏・甕）

102 LQ51 楕円 0.24 0.20 0.30 18.0 褐色(10YR4/4) SiL 弱 弱
地塊：5%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

104 LP51 不整円 0.24 0.20 0.26 18.1 褐色(10YR4/4) SiL 中 弱
地塊：5%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SK02 ―

105 LP51 不整円 0.20 0.16 0.04 18.2 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 弱
地塊：10%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SK02 ―

107 LS54 楕円 0.20 0.20 0.26 17.9 暗褐色(10YR3/4) SiL 弱 弱
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

108 LS54 不整円 0.36 0.28 0.18 18.0 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

109 LS54 楕円 0.20 0.18 0.24 17.9 褐色(10YR4/4) SiL 中 中
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

110 LS53 楕円 0.22 0.20 0.08 18.1 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

111 LS53 円 0.18 0.16 0.14 18.0 暗褐色(10YR3/3) SiL 弱 中
地塊：3%
炭粒：φ3～5mm3%

― ―

112 LS53 円 0.20 0.20 0.14 18.1 暗褐色(10YR3/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ3～5mm3%

― ―

113 LS53 楕円 0.24 0.20 0.22 17.9 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 中
地塊：5%
炭粒：φ3～5mm3%

― ―

116 LS52 不整円 0.24 0.22 0.12 18.1 褐色(10YR4/4) SiL 中 弱
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

117 LS52 不整円 0.40 0.20 0.20 18.0 黄褐色(10YR4/3) SiL 中 弱
地塊：3%
炭粒：φ5～8mm2%

― ―

118 LS52 不整円 0.28 0.14 0.18 18.0 灰黄褐色(10YR4/2) SiL 中 弱
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

120 LS52 円 0.16 0.16 0.18 18.0 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 弱 弱
地塊：5%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

121 LS52 円 0.16 0.14 0.18 18.0 暗褐色(10YR3/4) SiL 弱 弱
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

122 LS52 円 0.18 0.18 0.14 18.0 暗褐色(10YR3/3) SiL 弱 弱
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

123 LS52 楕円 0.20 0.18 0.20 17.9 暗褐色(10YR3/3) SiL 弱 弱
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

124 LT54 楕円 0.28 0.24 0.22 17.9 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

125 LT54 不整楕円 0.48 0.40 0.22 17.9 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ8～10mm3%

― 土師器（坏・甕）

126 LT55 円 0.22 0.20 0.26 18.0 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

127 LS55 円 0.18 0.18 0.12 18.2 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

128 LS54 楕円 0.22 0.20 0.14 18.2 褐色(10YR4/4) SiL 中 弱
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

129 LS53 不整円 0.28 0.24 0.30 17.9 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 弱
地塊：2%
炭粒：φ3～5mm3%

― ―

133 LT53 不整円 0.24 0.20 0.40 17.8 褐色(10YR4/6) SiL 中 中
地塊：5%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SI03 ―

134 MA51 円 0.22 0.22 0.44 18.0 暗褐色(10YR3/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

― ―

138 MA51 不整円 0.24 0.24 0.32 17.9 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 弱
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm3%

― ―

139 LS53 不整円 0.22 0.12 0.26 17.9 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 弱
地塊：2%
炭粒：φ3～5mm3%

― ―

140 MA54 不整楕円 0.54 0.46 0.32 17.8 
1.暗褐色(10YR3/3) SiL 中 弱

地塊：2%
炭粒：φ5～8mm3%

― ―

2.にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ5～8mm3%

― ―

141 MA49 楕円 0.36 0.32 0.50 17.7 褐色(10YR4/4) SiL 弱 中 炭粒：φ1～3mm1% ― ―

143 LQ56 不整楕円 0.32 0.24 0.16 17.9 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 弱 炭粒：φ1～3mm2% ― ―

144 LQ56 不整楕円 0.26 0.24 0.18 17.9 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 弱 炭粒：φ1～3mm2% ― ―

145 LQ56 円 0.34 0.30 0.34 17.8 褐色(10YR4/6) SiL 中 弱 炭粒：φ1～3mm2% ― ―

146 LQ56 不整楕円 0.46 0.36 0.36 17.8 褐色(10YR4/6) SiL 中 弱 炭粒：φ3～5mm2% ― ―

147 MA53 不整楕円 0.34 0.28 0.34 17.8 にぶい黄褐色(10YR5/4) SiL 強 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SI03 ―

150 MA53 不整楕円 0.30 0.30 0.40 17.7 暗褐色(10YR3/4) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SI03 ―

151 LR55 不整楕円 0.24 0.22 0.34 17.8 暗褐色(10YR3/3) SiL 中 中
地塊：5%
炭粒：φ8～10mm3%

＞SK23 ―

152 MA53 不整円 0.24 0.18 0.36 17.8 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SI03 ―

153 MA53 不整円 0.22 0.22 0.34 17.8 灰黄褐色(10YR4/2) SiL 中 中
地塊：2%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SI03 ―

156 MA52 楕円 0.18 0.16 0.32 17.8 にぶい黄褐色(10YR4/3) SiL 中 中
地塊：3%
炭粒：φ1～3mm2%

＞SI03 ―
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第３節　検出遺構と遺物

第15図　遺構内出土遺物（１）
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第３章　調査の方法と成果

第16図　遺構内出土遺物（２）
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第３節　検出遺構と遺物

第17図　遺構内出土遺物（３）
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第３章　調査の方法と成果

第18図　遺構外出土遺物（１）
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第３節　検出遺構と遺物

第19図　遺構外出土遺物（２）
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第３章　調査の方法と成果

第20図　遺構外出土遺物（３）
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第３節　検出遺構と遺物

第３表　出土遺物観察表（１）

挿図
番号

図版
番号

種類 器種 出土位置 出土層位 部位 特徴 備考

15-1 5-1
内黒

土師器
坏 SI03 ２層

口縁～
底部

外面：ロクロ→回転糸切り、高台付
内面：ミガキ→黒色処理

15-2 ——
内黒

土師器
坏 SI03 １層

底部～
胴部

外面：網代圧痕、ハケメ
内面：ミガキ→黒色処理

15-3 —— 土師器 坏 SI03 １層
底部～
胴部

外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

15-4 —— 土師器 坏 SI03 １層
底部～
胴部

外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

15-5 ——
両黒

土師器
坏 SI03 １層 底部

外面：網代圧痕、高台付
両面：ミガキ→黒色処理

15-6 ——
内黒

土師器
坏 SI03 １層 底部

外面：ロクロ→回転糸切り、ハケメ、高台付
内面：黒色処理

15-7 —— 土師器 坏 SI03 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

15-8 —— 土師器 坏 SI03 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

15-9 6-11 土師器 甕 SI03 １層 底部
外面：網代圧痕、輪積痕、ユビナデ
内面：ヘラナデ、ハケメ

15-10 6-10 土師器 甕 SI03 １層 底部 外面：網代圧痕

15-11 —— 土師器 甕 SI03 １層 口縁部
外面：ロクロ→ナデ、口縁と平行に細いヘラケズリ
内面：ロクロ

15-12 5-3 須恵器 甕 SI03 １層
底部～
胴部

外面：ロクロ、高台付　内面：ロクロ

16-13 5-2 土師器 坏 SI10 １層
底部～
口縁部

外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ナデ

16-14 5-4 土師器 坏 SI10 １層
底部～
口縁部

外面：輪積痕、網代圧痕、ナデ　内面：ハケメ

16-15 —— 土師器 坏 SI10 １層
底部～
胴部

外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ナデ

16-16 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

16-17 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

16-18 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

16-19 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部
外面：ロクロ→回転糸切り
内面：ロクロ

16-20 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

16-21 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

16-22 —— 土師器 坏 SI10 １層 底部
外面：ロクロ→回転糸切り
内面：ロクロ、炭化物付着

16-23 6-9 土師器 坏 SI10 １層 底部 外面：網代圧痕　内面：ハケメ

16-24 —— 土師器 甕 SI10 １層 底部 外面：網代圧痕、ナデ　内面：ハケメ

16-25 —— 土師器 甕 SI10 １層 底部 外面：縦位と斜位のハケメ　内面：ハケメ

16-26 —— 土師器 甕 SI10 １層 胴部 外面：輪積痕、ユビオサエ　内面：ナデ

17-27 5-6 土師器 甕？ SI10 １層 頸部
外面：ハケメ、ヘラナデ、ユビナデ、ユビオサエ
内面：ハケメ

17-28 —— 土師器 甕 SI10 １層 口縁部 外面：縦位のハケメ　内面：横位のハケメ　

17-29 —— 土師器 甕 SI10 １層 口縁部 外面：ロクロ、ユビナデ

17-30 —— 須恵器 壺 SI10 １層 胴部
外面：ロクロ、ハケメ
内面：ロクロ→横位のハケメ

17-31 —— 土師器 甕 SK19 １層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

17-32 —— 土師器 坏 SK22 １層
底部～
口縁部

外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ナデ
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第３章　調査の方法と成果

第４表　出土遺物観察表（２）

挿図
番号

図版
番号

種類 器種 出土位置 出土層位 部位 特徴 備考

17-33 6-13
鉄関連
遺物

鍛冶
滓

SI03 ２層 ——
全体に半円形に近い形を呈し、円周に沿うような波紋
状の流れた跡がある。

17-34 6-15
鉄関連
遺物

鉄
製品

SI10 １層 不明
パイプを半分にしたような曲面を内包し、裏面に大き
な赤錆の塊がある。

17-35 6-14
鉄関連
遺物

鍛冶
滓

SI10 １層 ——
表面に黒く光沢があり、断面に細かい空隙がある鍛冶
滓。

18-36 ——
内黒

土師器
皿 LT52 Ⅱ層

底部～
胴部

外面：ロクロ、高台付　内面：ミガキ→黒色処理

18-37 ——
内黒

土師器
坏 LT53 Ⅱ層 底部 外面：輪積痕、高台付　内面：ミガキ→黒色処理

18-38 ——
内黒

土師器
坏 LS54 Ⅱ層 底部 外面：輪積痕、網代圧痕　内面：ミガキ→黒色処理

18-39 ——
内黒

土師器
坏 LQ56 Ⅱ層 底部 外面：網代圧痕　内面：ミガキ→黒色処理

18-40 ——
内黒

土師器
坏 MA54 Ⅱ層 底部

外面：網代圧痕、ユビオサエ
内面：ミガキ→黒色処理

18-41 ——
内黒

土師器
坏 LQ56 Ⅱ層 底部 外面：網代圧痕　内面：ミガキ→黒色処理

18-42 —— 土師器 坏 LQ56 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り　内面：ロクロ

18-43 —— 土師器 坏 MA53 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り、ユビオサエ

18-44 —— 土師器 坏 MB52 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り

18-45
5-8
6-12

内黒
土師器

坏 LR55 Ⅲ層 底部 外面：網代圧痕　内面：黒色処理、ハケメ

18-46 —— 土師器 坏 LQ56 Ⅲ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り

18-47 —— 土師器 坏 LS55 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り

19-48 —— 土師器 坏 LP55 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り

19-49 —— 土師器 坏 LP54 Ⅱ層 底部

19-50 ——
内黒

土師器
甕 MA53 Ⅱ層 底部

外面：ロクロ→回転糸切り、高台付
内面：黒色処理

19-51 —— 土師器 甕 LP54 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り、高台付

19-52 —— 土師器 甕 LQ55 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り

19-53 —— 土師器 甕 MA54 Ⅱ層 底部 外面：ロクロ→回転糸切り

19-54 —— 土師器 甕 LP55 Ⅱ層 口縁部 外面：ハケメ、ユビオサエ　内面：ハケメ

19-55 —— 土師器 甕 LQ56 Ⅱ層 口縁部 外面：ロクロ　内面：ロクロ

19-56 5-5 土師器 甕 MB51 Ⅱ層 口縁部 外面：ヘラナデ　内面：ミガキ 羽釜？

19-57 —— 土師器 甕 LR54 Ⅱ層 口縁部 外面：ユビナデ　内面：ハケメ 羽釜？

20-58 —— 土師器 甕 MA52 Ⅱ層 口縁部

20-59 —— 土師器 甕 LT52 Ⅱ層 口縁部 外面：ロクロ　内面：ハケメ

20-60 5-7 土師器 甕 LQ56 Ⅱ層 口縁部 外面：ユビナデ　内面：ヘラナデ

20-61 —— 土師器 甕 LP56 Ⅲ層 口縁部 外面：ハケメ、ヘラナデ　内面：ハケメ

20-62 —— 土師器 甕 LS55 Ⅱ層 口縁部 外面：ハケメ、ヘラナデ　内面：斜位のハケメ

20-63 —— 須恵器 壺 LS51 Ⅱ層 胴部 外面：ロクロ

20-64 —— 須恵器 壺 LS55 Ⅱ層 胴部 外面：ロクロ、回転糸切り、高台付　内面：ロクロ

20-65 —— 須恵器 壺 LS55 Ⅱ層 胴部 外面：ロクロ　内面：ロクロ
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第４章　理化学的分析

株式会社加速器分析研究所

 

第１節　炭化材の放射性炭素年代測定

１　試料

　試料は、土坑（ＳＫ01）１層出土炭化物（試料１：IAAA-111339）、竪穴建物跡（ＳＩ03）３層出土炭化物

（試料２：IAAA-111340）、竪穴建物跡（ＳＩ10）３層出土炭化物（試料３：IAAA-111341）、溝跡（ＳＤ05）

１層出土炭化物（試料４：IAAA-111342）、土坑（ＳＫ18）１層出土炭化物（試料５：IAAA-111343）の合計５

点である（第５表）。

２　測定の意義

　試料１の出土した土坑周辺では10世紀頃作られたと思われる土師器が出土しているが、その遺物包

含層よりもやや上位で土坑が検出されているため、両者の間に時期的な関連があるかどうか、試料１

の測定により確認する。試料２、３、５の測定では、遺跡内に位置する複数の建物跡等の遺構の前後

関係および集落の継続期間を検討する。ＳＤ05溝跡から出土した試料４の測定によって、本溝跡北側

に隣接し、古代と推定される竪穴建物跡との前後関係を明らかにする。

３　化学処理工程

（１）メス・ピンセットを使い、根・土等の付着物を取り除く。

（２）酸-アルカリ-酸（AAA：Acid Alkali Acid）処理により不純物を化学的に取り除く。その後、超純

水で中性になるまで希釈し、乾燥させる。AAA処理における酸処理では、通常1mol/ℓ（1M）の塩

酸（HCl）を用いる。アルカリ処理では水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液を用い、0.001Mから1M

まで徐々に濃度を上げながら処理を行う。アルカリ濃度が1Mに達した時には「AAA」、1M未満

の場合は「AaA」と第５表に記載する。

（３）試料を燃焼させ、二酸化炭素（CO2）を発生させる。

（４）真空ラインで二酸化炭素を精製する。

（５）精製した二酸化炭素を鉄を触媒として水素で還元し、グラファイト（C）を生成させる。

（６）グラファイトを内径１㎜のカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、測

定装置に装着する。

４　測定方法

　加速器をベースとした14C-AMS専用装置（NEC社製）を使用し、14Cの計数、13C濃度（13C/12C）、14C濃

度（14C/12C）の測定を行う。測定では、米国国立標準局（NIST）から提供されたシュウ酸（HOxⅡ）を標準

試料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。
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５　算出方法

（１）δ13Cは、試料炭素の13C濃度（13C/12C）を測定し、基準試料からのずれを千分偏差（‰）で表した

値である（第５表）。AMS装置による測定値を用い、表中に「AMS」と注記する。

（２）14C年代（Libby Age：yrBP）は、過去の大気中14C濃度が一定であったと仮定して測定され、1950

年を基準年（0yrBP）として遡る年代である。年代値の算出には、Libbyの半減期（5568年）を使用

する（Stuiver and Polach 1977）。14C年代はδ13Cによって同位体効果を補正する必要がある。補

正した値を第５表に、補正していない値を参考値として第６表に示した、14C年代と誤差は、下

１桁を丸めて10年単位で表示される。また、14C年代の誤差（±1σ）は、試料の14C年代がその誤

差範囲に入る確率が68.2％であることを意味する。

（３）pMC（percent Modern Carbon）は、標準現代炭素に対する試料炭素の14C濃度の割合である。pMC

が小さい（14Cが少ない）ほど古い年代を示し、pMCが100以上（14Cの量が標準現代炭素と同等以上）

の場合Modernとする。この値もδ13Cによって補正する必要があるため、補正した値を第５表

に、補正していない値を参考値として第６表に示した。

（４）暦年較正年代とは、年代が既知の試料の14C濃度を元に描かれた較正曲線と照らし合わせ、過去

の14C濃度変化などを補正し、実年代に近づけた値である。暦年較正年代は、14C年代に対応する

較正曲線上の暦年代範囲であり、１標準偏差（1σ＝68.2％）あるいは２標準偏差（2σ＝95.4％）

で表示される。グラフの縦軸が14C年代、横軸が暦年較正年代を表す。暦年較正プログラムに入

力される値は、δ13C補正を行い、下一桁を丸めない14C年代値である。なお、較正曲線および

較正プログラムは、データの蓄積によって更新される。また、プログラムの種類によっても結

果が異なるため、年代の活用にあたってはその種類とバージョンを確認する必要がある。ここ

では、暦年較正年代の計算に、IntCal09データベース（Reimer et al. 2009）を用い、OxCalv4.1較

正プログラム（Bronk Ramsey 2009）を使用した。暦年較正年代については、特定のデータベー

ス、プログラムに依存する点を考慮し、プログラムに入力する値とともに参考値として第６表

に示した。暦年較正年代は、14C年代に基づいて較正（calibrate）された年代値であることを明示

するために「cal BC/AD」（または「cal BP」）という単位で表される。

６　測定結果

　試料の14C年代は、土坑（ＳＫ01）１層出土の試料１が120±20yrBP、竪穴建物跡（ＳＩ03）３層出土の

試料２が1170±20yrBP、竪穴建物跡（ＳＩ10）３層出土の試料３が1090±20yrBP、溝跡（ＳＤ05）１層出

土の試料４が790±20yrBP、土坑（ＳＫ18）１層出土の試料５が1170±20yrBPである。暦年較正年代（1σ）

は、試料１が1685～1927cal ADの間に５つの範囲、試料２が782～937cal ADの間に４つの範囲、試料

３が899～988cal ADの間に２つの範囲、試料４が1225～1264cal ADの範囲、試料５が782～892cal AD

の間に３つの範囲で示される。試料１の年代値は近世以降で、周辺の遺物包含層出土土器よりも大幅

に新しい値となった。試料２、３、５はいずれも古代に相当し、ある程度近接した年代値となってい

る。試料４は中世の年代値を示し、溝跡北側に隣接する古代の建物跡よりも新しいと考えられる。

試料の炭素含有率はすべて60％を超える十分な値で、化学処理、測定上の問題は認められない。
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第５表　放射性炭素年代測定値（補正値）

測定番号 試料名 採取場所 試料形態 処理方法
δ13C（‰）
（AMS）

δ13C補正あり

Libby Age（yrBP） pMC（%）

IAAA-111339 試料1 土坑（SK01）　1層 炭化物 AaA -26.13±0.33 120±20 98.47±0.25

IAAA-111340 試料2 竪穴建物跡（SI03）　3層 炭化物 AAA -24.14±0.40 1,170±20 86.49±0.23

IAAA-111341 試料3 竪穴建物跡（SI10）　3層 炭化物 AaA -28.70±0.60 1,090±20 87.30±0.25

IAAA-111342 試料4 溝跡（SD05）　1層 炭化物 AAA -27.81±0.38 790±20 90.67±0.24

IAAA-111343 試料5 土坑（SK18）　1層 炭化物 AaA -28.02±0.45 1,170±20 86.41±0.25

[#4621]

第６表　放射性炭素年代測定値（補正なし）

測定番号
δ13C補正なし

暦年較正用
（yrBP）

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲
Age（yrBP） pMC（％）

IAAA-

111339
140±20 98.25±0.24 122±20

1685calAD - 1706calAD（12.5%）

1720calAD - 1732calAD（ 7.1%）

1808calAD - 1819calAD（ 6.6%）

1833calAD - 1882calAD（33.9%）

1914calAD - 1927calAD（ 8.1%）

1681calAD - 1739calAD（27.7%）

1755calAD - 1763calAD（ 1.3%）

1802calAD - 1894calAD（52.2%）

1905calAD - 1938calAD（14.2%）

IAAA-

111340
1,150±20 86.64±0.22 1,165±21

782calAD - 789calAD（ 4.2%）

812calAD - 845calAD（22.4%）

857calAD - 895calAD（34.6%）

925calAD - 937calAD（ 7.0%）

777calAD - 900calAD（80.6%）

918calAD - 952calAD（14.8%）

IAAA-

111341
1,150±20 86.64±0.23 1,091±23

899calAD - 919calAD（24.4%）

949calAD - 988calAD（43.8%）

892calAD - 996calAD（93.5%）

1006calAD - 1012calAD（ 1.9%）

IAAA-

111342
830±20 90.15±0.22 786±21 1225calAD - 1264calAD（68.2%）1218calAD - 1272calAD（95.4%）

IAAA-

111343
1,220±20 85.87±0.23 1,173±23

782calAD - 789calAD（ 5.5%）

810calAD - 848calAD（29.7%）

855calAD - 892calAD（33.1%）

776calAD - 899calAD（87.8%）

920calAD - 945calAD （ 7.6%）

[参考値]

文献

Stuiver M. and Polach H.A. 1977 Discussion: Reporting of 14C data, Radiocarbon 19（3）, 355-363

Bronk Ramsey C. 2009 Bayesian analysis of radiocarbon dates, Radiocarbon 51（1）, 337-360

Reimer, P.J. et al. 2009  IntCal09 and Marine09  radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP, Radiocarbon 51（4）, 

1111-1150
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第21図　暦年較正年代グラフ
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第２節　出土炭化材の樹種

１　試料

　試料は、竪穴建物跡、土坑、溝跡から出土した炭化材５点（試料番号１－５）である。試料番号４に

は１片、試料番号２には５片の炭化材が認められ、それ以外の３点では多数の炭化材片が認められる。

２　分析方法

　試料を自然乾燥させた後、木口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の３断面の割断面を作

製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の種類や配列を観察し、その特徴を現生

標本および独立行政法人森林総合研究所の日本産木材識別データベースと比較して種類を同定する。

なお、木材組織の名称や特徴は、島地・伊東（1982）やWheeler他（1998）を参考にする。また、日本産木

材の組織配列は、林（1991）や伊東（1995,1996,1997,1998,1999）を参考にする。

３　結果

　樹種同定結果を第７表に示す。試料番号２には２分類群が認められた。これらの炭化材は、広葉樹

６分類群（オニグルミ・アサダ・コナラ属コナラ亜属コナラ節・ニレ属・ネムノキ・カエデ属）に同定

された。各分類群の解剖学的特徴等を記す。

第７表　樹種同定結果

番号 検出面 遺　　構 層位 位置 樹　　　種

1 Ⅱ層 ＳＫ01土坑 1層 底部 ネムノキ

2 Ⅲ層 ＳＩ03竪穴建物跡 3層 床面
コナラ属コナラ亜属コナラ節
ニレ属

3 Ⅲ層 ＳＩ10竪穴建物跡 3層 床面 オニグルミ

4 Ⅱ層 ＳＤ05溝跡 1層 底部 カエデ属

5 Ⅲ層 ＳＫ18土坑 1層 アサダ

 ・オニグルミ（Juglans mandshurica Maxim. subsp. sieboldiana （Maxim.） Kitamura）　クルミ科クルミ属

　散孔材で、道管径は比較的大径、単独または2-3個が放射方向に複合して散在し、年輪界に向かって

径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織はほぼ同性、1-3細胞幅、

1-40細胞高。

 ・アサダ（Ostrya japonica Sarg.）　カバノキ科アサダ属

散孔材で、管孔は単独または放射方向に2-4個が複合して散在し、年輪界に向かって径を漸減させる。

道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は同性、1-3

細胞幅、1-30細胞高。

 ・コナラ属コナラ亜属コナラ節（Quercus subgen. Quercus sect. Prinus）　ブナ科

　環孔材で、孔圏部は1-2列、孔圏外で急激に管径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。道

管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1-20細胞高のものと複合放射

組織とがある。



－ 42 －

第４章　理化学的分析

 ・ニレ属（Ulmus）　ニレ科

　環孔材で、孔圏部は1-2列、孔圏外で急激に管径を減じたのち、多数が塊状に複合して、接線・斜方

向に紋様状あるいは帯状に配列し、年輪界に向かって径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、壁孔は

交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は同性、1-6細胞幅、1-40細胞高。

 ・ネムノキ（Albizia julibrissin Durazz.）　マメ科ネムノキ属

　環孔材で孔圏部は3-5列、孔圏外で管径を減じた後、年輪界に向かって単独または２個が複合して配

列し、年輪界に向かって径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織

は同性、1-2細胞幅、1-20細胞高。柔組織は周囲状で晩材部ではやや翼状となる。

 ・カエデ属（Acer）　カエデ科

　散孔材で、管壁は薄く、横断面では角張った楕円形、単独および2-3個が複合して散在し、年輪界に

向かって管径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、壁孔は対列～交互状に配列、内壁にはらせん肥厚

が認められる。放射組織は同性、1-5細胞幅、1-30細胞高。木繊維が木口面において不規則な紋様を

なす。

４　考察

　竪穴建物跡、土坑、溝跡から出土した炭化材には、合計６分類群が認められ、いずれも比較的重硬

で強度が高い材質を有する。河畔林を構成する種類が多いことから、白雪川沿い等にこれらの落葉広

葉樹が河畔林を構成していた可能性がある。

遺構別にみると、竪穴建物跡では、ＳＩ03でコナラ節とニレ属が確認され、少なくとも２種類の木材

が利用されていたことが伺える。一方、ＳＩ10の炭化材は、オニグルミであり、ＳＩ03とは異なる木

材が利用された可能性がある。竪穴建物跡から出土した炭化材は、いずれも床面から出土しているこ

とから、建築部材の可能性があり、比較的強度の高い木材を選択・利用したことが推定される。

　土坑の炭化材は、ＳＫ01がネムノキ、ＳＫ18がアサダであった。また、溝ＳＤ05の炭化材はカエデ

属であった。これらは、炭化した状態で遺構内から出土していることから、人間活動に伴って火を受

けたことが推定される。

引用文献

林　昭三,1991,日本産木材　顕微鏡写真集.京都大学木質科学研究所.

伊東隆夫,1995,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅰ.木材研究 ・ 資料,31,京都大学木質科学研究所,81-181.

伊東隆夫,1996,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅱ.木材研究 ・ 資料,32,京都大学木質科学研究所.66-176.

伊東隆夫,1997,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅲ.木材研究 ・ 資料,33,京都大学木質科学研究所,83-201.

伊東隆夫,1998,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅳ.木材研究 ・ 資料,34,京都大学木質科学研究所,30-166.

伊東隆夫,1999,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅴ.木材研究 ・ 資料,35,京都大学木質科学研究所,47-216.

島地　謙・伊東隆夫,1982,図説木材組織.地球社,176p.

Wheeler E.A.,Bass P. and Gasson P.E.（編）,1998,広葉樹材の識別　IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト.伊東隆夫 ・ 藤井智

之 ・ 佐伯　浩 （日本語版監修）,海青社,122p.［Wheeler E.A.,Bass P.  and Gasson P.E.（1989） IAWA List of Microscopic 

Features for Hardwood Identification］.

※）本分析は、パリノ・サーヴェイ株式会社の協力を得て行った。
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　調査の結果、本遺跡からは平安時代の竪穴建物跡２棟、土坑５基、溝跡２条と中世の溝跡１条、古

代から中世に属すると推定される柱穴列３条と土坑３基などの遺構が検出された。遺物は土師器、内

黒土師器の出土量の割合が多く、それ以外に須恵器・鉄製品・鉄滓が出土した。

六日市遺跡の時代と性格

　六日市遺跡の主たる遺構は、竪穴建物跡２棟である。堆積土から採取した炭化物の年代測定結果か

ら、ＳＩ03竪穴建物跡が９世紀前後、ＳＩ10竪穴建物跡が10世紀前後の遺構であった可能性が考えら

れ、やや時期差はあるものの、平安時代前葉～中葉の集落跡であった可能性がある。

　本遺跡の性格を端的に表現すると、低地に立地する竪穴建物跡が検出された古代遺跡ということに

なる。本遺跡周辺には、同様に低地にある古代遺跡がいくつか点在しているが、最近調査された清水

尻Ⅱ遺跡
（註１）

を除くと、立沢遺跡
（註２）

や上谷地Ⅱ遺跡
（註３）

などでは掘立柱建物跡は検出されているが、竪穴建物跡

は確認されていない。両遺跡ともに象潟泥流台地上に位置し、水はけが悪く、竪穴建物に不向きであっ

たことが想定される。それに対し、本遺跡も象潟泥流台地上に位置しているものの、白雪川の運搬・

堆積作用による砂質土に被われたことにより、水はけのよい微高地となり、竪穴建物の築造に適当な

立地条件をもつに至ったと考える。また水はけなどの好条件以外にも、日本海からわずか２㎞の白雪

川沿いであることも、利便性のある立地条件であったと推測する。そのため、丘陵地ではない本調査

区周辺においても古代集落が成立した可能性があるかもしれない。

　中世に掘削されたやや大きな溝跡の性格について、現状では詳細は不明である。同じように中世に

構築されたと考えられる溝跡は、近隣に立地する家ノ浦遺跡
（註４）

で確認されてはいるが、本遺構の溝跡は

形状や規模がそれより大きく、共通性を見いだせない。溝跡が存在する以上、生活する上で何らかの

機能をもっていたことは確実である。

周辺遺跡との比較

　遺物の多くは、２棟の竪穴建物跡及びその周辺から出土した。平安時代の土師器と須恵器、そして

鉄製品と鍛冶滓を確認した。土師器に関しては、近隣の立沢遺跡などで出土したロクロ成形のタイプ

と輪積み成形で底部に網代圧痕が見られるタイプの２種類のものが本遺跡からも出土した。また鉄関

連遺物について注目すると、近隣の古代遺跡での出土例に枚挙の暇がない。家ノ浦遺跡、家ノ浦Ⅱ遺

跡
（註５）

、阿部舘遺跡
（註６）

、清水尻Ⅰ遺跡
（註７）

などでも出土している。鉄製品を加工・修繕する作業ができる工人が

少なからずこの地域に存在したことが想定され、六日市遺跡の集落にも存在したと考えられる。ただ

前述の近隣の古代遺跡に較べると、本遺跡は遺構の数が少なく、遺物も少量で、現状ではその実態は

判然としない。農作業などで使用する鉄器の打ち直しなどの必要に応じて、最小限の鍛冶作業が行わ

れていたのかもしれない。
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第５章　総括

むすび

　今回の発掘調査によって、六日市遺跡は鍛冶作業が行われた平安時代の集落跡の一部であることが

わかった。調査区北側の畑地には、耕作によって大きく撹乱を受けていると思われるが、なお集落跡

が残存している可能性もあると思われる。

　にかほ市には各地に遺跡が点在するが、丘陵地上で発見される遺跡が比較的多い。市域の低地は現

状として水田や市街地などに継続的に土地利用されており、特別な理由がない限りは調査が行われる

機会が少ないことも要因としてはあげられるであろう。その点で六日市遺跡は、平沢地区の立沢遺跡

などと並んで、この地域の低地における古代遺跡として数少ない調査例と言えよう。

　現在、日本海沿岸東北自動車道整備の南進に伴い、にかほ市周辺遺跡の発掘が行われ、その成果が

次々と明らかになってきている。六日市遺跡と各遺跡の関連性や時系列的な順序などの調査・検討が

進み、古代から中世にかけてこの地域に居住した人々の生活の様子やその移り変わり、各集落のもつ

機能と古代国家との関わりについての研究等の今後の進展が期待される。

註１　秋田県埋蔵文化財センター『秋田県埋蔵文化財センター年報30』　2012（平成24）年

註２　仁賀保町教育委員会『立沢遺跡発掘調査報告』　1987（昭和62）年

註３　秋田県教育委員会『上谷地Ⅱ遺跡－一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ－』秋田

県文化財調査報告書第461集　2010（平成22）年

註４　秋田県教育委員会『家ノ浦遺跡－一般国道７号仁賀保本荘道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ－』秋田県

文化財調査報告書第473集　2012（平成24）年

註５　註１文献。

註６　秋田県教育委員会『阿部舘遺跡－一般国道７号仁賀保本荘道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ－』秋田県

文化財調査報告書第481集　2012（平成24）年

註７　註１文献。



１　遺跡全景 （東から）

２　遺跡全景 （南東から）
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１　遺跡近景 （南西から）

２　ＳＩ10 （南から）

ＳＩ03のカマド跡
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１　ＳＤ05 （南東から）

２　ＳＤ05 （南西から）
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１　ＳＤ21とＳＡ25 （南から）
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２　ＳＤ05Ｉ－Ｊ断面 （北西から） ３　ＳＡ24Ｐ１角礫確認状況 （北から）

４　ＳＫ18 （南東から） ５　ＳＫ19 （西から）
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炭化材 （１）
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炭化材 （２）



－ 53 －

報　告　書　抄　録

ふ り が な むいかいちいせき

書 名 六日市遺跡

副 書 名 一般国道７号象潟仁賀保道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

巻 次  Ⅱ

シ リ ー ズ 名 秋田県文化財調査報告書

シリーズ番号 第479集

編 著 者 名 水品仁志（編）　山田徳道

編 集 機 関 秋田県埋蔵文化財センター

所 在 地 〒014－0802　秋田県大仙市払田字牛嶋20番地　TEL0187－69－3331

発 行 機 関 秋田県教育委員会

所 在 地 〒010－8580　秋田県秋田市山王三丁目１番１号　TEL018－860－5193

発 行 年 月 日 2012年７月

ふ り が な

所 収 遺 跡 名

ふりがな

所  在  地

コード 北緯

°′

東経

°′
調査期間

調査面積

㎡
調査原因

市町村 遺跡番号

六
むい

日
か

市
いち

遺
い

跡
せき

秋
あき

田
た

県
けん

にかほ市
し

黒
くろ

川
かわ

字
あざ

六
むい

日
か

市
いち

136外

05214 214－35－64 39

16

27

139

  56

  43

20110808

～

20110928

1,196㎡ 一般国道７号

象潟仁賀保道

路建設事業に

係る埋蔵文化

財発掘調査

所 収 遺 跡 名 種別 主な時代 主  な  遺  構 主な遺物 特  記  事  項

六 日 市 遺 跡

集落跡 平安時代

中　　世

不　　明

竪 穴 建 物 跡  ２棟

溝　　　　　跡  ２条

土　　　　　坑  ５基

溝　　　　　跡  １条

柱　　穴　　列  ３条

土　　　　　坑  ３基

土師器 

須恵器

鍛冶滓

鍛冶作業を行った平安時

代の竪穴建物跡などが発

見された。

要 　 約

　白雪川の小規模な氾濫原に平安時代の竪穴建物跡２棟、溝跡２条、土坑５基など

が検出された。中世の溝跡も１条検出された。２棟の竪穴建物跡のうち、西側の遺

構は、カマドに使用されたと考えられる礫がまとまって確認されたため、住居跡と

考えられる。東側の遺構は、鉄製品や鍛冶滓が出土したことから、鍛冶作業を行っ

た建物の可能性がある。遺物は須恵器より土師器（内黒土師器を含む）の割合が多く、

ロクロ成形によるものと輪積み成形によるものの両者が出土している。
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