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本書は富士川SA（上り線）の改良工事事業に伴い実施された計画地内に所在する破魔射場遺跡・谷津

原古墳群・北久保遺跡の3遺跡の報告書である。

富士川西岸下流域の富士川町は富士山を一望でき、東海道、甲駿の要所として発展し、木島遺跡や山

王遺跡をはじめ、縄文時代の遺跡が多く点在している。このように日当たりの良い河岸段丘上は古来よ

り生活に適した自然環境であったといえる。

今回の調査では、破魔射場遺跡において縄文時代の配石遺構や住居跡、平安時代の住居跡、谷津原古

墳群では横穴式石室を主体とする群集填、また、北久保遺跡からは明治時代の元勲、田中光顕伯の古称

荘の別邸である芳野庵跡など各時代の特色ある遺跡が明らかにされ、当地域の歴史を解明するうえで新

たな資料を提供できたと考えている。

破魔射場遺跡は縄文時代中期後半～後期前半の住居跡や配石遺構、平安時代の住居跡、集石土坑、ピッ

トが検出され、また、曽利式、加曽利E式、堀之内式を中心とする移しい土器や石器が出土した。これ

らは当時の人達の土地利用のあり方や社会観、死、祭祀のあり方を検討するうえで良好な資料を提供し

てくれたと考えている。

谷津原古墳群は過去、富士川町の調査で5基の古墳が知られているが、新たに6世紀後半～7世紀前

半の石室墳4基、7世紀中頃～後半の石室墳3基、小石室1基が検出された。周辺の山王古墳群、室野

坂古墳群、妙見古墳群などの調査事例と併せて富士川西岸流域の古墳群の様相が明らかになることが期

待される。

北久保遺跡は明治42年、富士川町岩渕に田中光顕伯が建設した古絡荘の別邸である芳野庵跡が検出さ

れ、土管による導排水施設、庭園跡など当時としては莫大な財力をかけて、富士山を見渡せる景観を意

識して造られている。静岡県内では明治時代の邸宅跡の発掘調査は珍しく、貴重な近代遺産の資料とな

るであろう。

富士川SA関連遺跡の発掘調査は、当研究所にとって富士川町における初めての調査であり、日本道路

公団東京第一管理局富士管理事務所、静岡県教育委員会、富士川町教育委員会をはじめ関係諸機関の皆

様には大変御尽力をいただいた。この場をお借りしてお礼申し上げる。また、調査にあたった作業員、

調査員の労苦をねぎらいたい。

2001年3月

財団法人　静岡県埋蔵文化財調査研究所

所長　斎藤　　忠
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1．本書は、静岡県庵原郡富士川町岩淵他に所在する富士川SA関連遺跡の発掘調査報告書である。

2．調査は平成8年度に実施した確認調査の結果を受け、平成9年度・平成10年度の富士川SA改良工事

に伴う埋蔵文化財発掘業務として、日本道路公団東京第一管理局の委託を受け、静岡県教育委員会文

化課の指導のもと、財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所が平成9年4月から平成10年12月まで現地

調査を実施した。

3．資料整理は平成11年1月から平成13年3月まで実施した。

4．調査体制は以下のとおりである。

平成8年度（確認調査）

所長：斎藤　忠　　副所長：池谷和三　　常務理事：三村田昌昭　　調査研究部長：石垣英夫

調査研究二課長：佐野五十三　　調査研究員：青野好身　木崎道昭　井鍋誉之

富士川町教育委員会嘱託：石川武男

平成9年度（本調査）

所長：斎藤　忠　　副所長：池谷和三　　常務理事：三村田昌昭　　調査研究部長：石垣英夫

調査研究二課長：佐野五十三　　主任調査研究員：小澤敦夫

調査研究員：松倉金吾　後藤正人　増井啓太　諸星雅一　田村隆太郎　井鍋誉之

富士川町教育委員会：石川武男

平成10年度（本調査）

所長：斎藤　忠　　常務理事：伊藤友雄　　調査研究部長：石垣英夫

調査研究二課長：羽仁生保　　調査研究員：諸星雅一　田村隆太郎　井鍋誉之

平成11年度（資料整理）

所長：斎藤　忠　　副所長：山下　晃　　常務理事：伊藤友雄　　調査研究部長：佐藤達雄

資料課長：佐野五十三　　調査研究員：井鍋誉之

平成12年度（資料整理）

所長：斎藤　忠　　副所長：山下　晃　　常務理事：伊藤友雄　　調査研究部長：佐藤達雄

資料課長：大石　泉　　調査研究員：井鍋誉之

5．本書は分担して執筆した。

諸星雅一　第I章、第II章1・2節、第VI章、第VII章4節

石川武男　第Ⅴ章、第VII章3節

井鍋誉之　第III章3節、第IV章、第VII章1・2節

6．現地での基準点測量・空中写真撮影は㈱フジヤマ及び㈱アイシーに委託した。

7．写真測量は一部㈱フジヤマに委託した。

8．発掘調査資料はすべて財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所が保管している。

9．本書で使用した遺構の表記は、次の通りである。

SB住居跡　SH掘立柱建物　SF土坑　SPピット　SX不明遺構

10．発掘調査にあたって次の方々にご教示ご指導を頂いた。記して厚く御礼申し上げる。（敬称略）

稲垣甲子男　長田　実　市原寿文　小野真一　渡辺　誠　加藤芳朗　向坂鋼二　伊藤延男

小野木重勝　鈴木敏中　志村　博　渡井義彦　渡井英誉　木ノ内義昭　新井正樹　加藤賢二

若月正巳　石川武男　中野晴久　西尾雅敏　水野信太郎　講談社　㈲野間奉公会

11．本書の編集は財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所が行った。
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5　SB－6深鉢形土器出土状況（北西より）

図版5　　1　SB－7完掘状況（南東より）

図版6　　1SB－9石囲炉完掘状況（南より）
3　SB－10・11完掘状況（南より）

5　SB－11埋賓1・2　検出状況（南より）

図版7　　1　SB－11石囲炉（東より）

3　SB－12・13　完据状況（南東より）

5　SB－12埋賓1・2（西より）
図版8　　1SB－15（・16　完掘状況（北より）

3　SB－16床面出土土器1（西より）
●

図版9　　1SB－18・19　完掘状況（東より）

図版10　1　SB－21完掘状況（北より）

図版11　1SB－22完掘状況（南より）
3　SB－22石囲炉完掘状況（東より）

5　SB－22土器出土状況（南東より）

図版12　1　SB－25完据状況（東より）

3　SB－25縁石検出状況（西より）

5　SB－25石囲炉完掘状況（北東より）
図版13　1　SB－27・28完掘状況（西より）

図版14　1　C地区配石遺構（南上空より）

2　C地区配石（傭轍写真）

図版15　11号配石検出状況（南東より）

3　8号配石検出状況（西より）

5　10号配石検出状況（西より）
図版16　1　2・3号配石検出状況（南東より）

3　3号配石石皿出土状況（東より）

5　3号配石蜂巣石出土状況（東より）

図版17　1　屋外埋賓群検出状況（西より）

3　7号屋外埋聾断面

5　4号配石　2号屋外埋賓検出状況（北より）

図版18　11号集石土坑検出状況（東より）
3　16号配石検出状況（東より）

5　2号集石土坑検出状況（北より）

図版19　117・18号配石全景（南より）

3　18号配石検出状況（南より）

図版20　117号配石石棒出土状況（南より）
3　18号配石立石検出状況（西より）

図版21　119～21号配石全景（南東より）

3　21号配石石皿出土状況（南より）

図版22　120号配石検出状況（南東より）

図版23　122号配石上面（北より）

2　遺跡遠景（西上空より）

2　縄文時代中期住居跡（南西上空より）

2　SB－3・4完掘状況（南より）

2　SB－3釣手土器出土状況（北より）

4　SB－6石囲炉（南より）

2　SB－9完掘状況（東より）

2　SB－9埋賓1（南東より）

4　SB－10埋賓1検出状況（南東より）

2　SB－10土器出土状況（西より）
4　SB－13埋賓1（南より）

2　SB－15石囲炉完掘状況（南より）

4　SB－16床面出土土器2（南より）

2　SB－18石囲埋賓炉完掘状況（南東より）
2　SB－21石囲炉完掘状況（東より）

2　SB－22床面出土土器出土状況（北よの

4　SB－22埋肇1検出状況（南東より）

2　SB－25磨製石斧出土状況（南より）
4　SB－25石錘出土状況（南西より）

2　SB－27・28石囲炉土器埋設状況（南より）

2　7号配石検出状況（南西より）
4　9号配石検出状況（西より）

6　立石を含む土坑（北より）

2　2号配石内石皿出土状況（東より）

4　2号配石検出状況（南東より）

2　4・5号屋外埋賓断面

4　6号屋外埋賓断面

2　11～15配石検出状況（東より）

4　集礫群2土器出土状況（南西より）

2　17号配石検出状況（西より）

2　17号配石土器出土状況（北より）

417号配石石皿出土状況（北西より）

2　21号配石検出状況（北より）

4　21号配石石棒出土状況（北より）
2　20号配石下部土坑（西より）

2　22号配石下部（南より）
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23号配石検出状況（南より）

25号配石検出状況（南より）

27号配石検出状況（東より）

30号配石検出状況（南より）
33号配石（僻轍写真）

33号配石（南より）

33号配石小配石1検出状況（南より）

33号配石内石皿出土状況（南より）

B－1区配石全景（北より）

35号配石検出状況（南より）
37号配石検出状況（南より）

40号配石検出状況（北東より）

B地区土器出土状況′（南東より）
37号配石土器出土状況（北より）

B地区小型土器出土状況（南より）

B地区石皿出土状況（東北より）

弥生～古墳時代SB－1完据状況（西より）

弥生～古墳時代SB－2完掘状況（北より）
SB－2土器出土状況（南より）

B－1区平安時代全景（傭轍写真）

SB－1完掘状況（南東より）

SB－2完掘状況（西より）

SB－4完掘状況（北より）

SB－7・8完据状況（西より）
SB－9完据状況（南西より）

B－2区東側平安時代住居跡全景（東上空より）

SB－12完掘状況（北より）

SB－15完掘状況（北より）

SB－17完据状況（北より）

SB－21完据状況（西より）
SB－23完掘状況（西より）

SB－27完掘状況（南より）

土坑完掘状況2（北より）

緑粕陶器出土状況（東より）
C地区谷状地形全景（西より）

23号集石土坑検出状況（東より）

SB－30完据状況（西より）

1号集石土坑検出状況

3号集石土坑検出状況

5号集石土坑検出状況

7号集石土坑検出状況

9号集石土坑検出状況

11号集石土坑検出状況

13号集石土坑検出状況

（南より）

（北東より）

（北より）

（西より）

（西より）

（南より）

（南より）

谷津原古墳群（傭轍写真）

谷津原6号墳全景（南より）

谷津原6号墳石室掘り方（南より）
谷津原6号墳長頸壷及び脚付趣出土状況（南より）

谷津原6号墳須恵器塔身出土状況（東より）

谷津原6号墳鉄鉱出土状況1（北より）

4　24号配石検出状況（東より）
6　26号配石検出状況（東より）

2　28号配石検出状況（南より）

4　31号配石検出状況（北より）

2　33号配石検出状況（北より）

2　33号配石立石検出状況（南東より）
4　33号配石小配石2検出状況（南より）

2　B－1区配石住居跡全景（西より）

2　36号配石検出状況（南西より）
4　SF－02完掘状況（東より）

6　SF－03土器出土状況（南より）

2　B地区小型磨製石斧出土状況（北より）

4　B地区土器出土状況（西より）

6　B地区35号配石　土器出土状況（東より）

8　B地区石棒検出状況（南東より）
2　弥生～古墳時代SB－3完掘状況（西より）

2　SB－2地床炉完掘状況（南より）

4　土坑内土器出土状況（南より）

2　SB－1竃完掘状況（南東より）
2　SB－3完掘状況（東より）

2　SB－5・6完掘状況（西より）

2　SB－8竃完掘状況（西より）

2　SB－10・11完掘状況（西より）

2　SB－13・14完掘状況（北より）

2　SB－16完掘状況（北より）

2　SB－18完掘状況（西より）

2　SB－22完掘状況（西より）

2　SB－25完掘状況（西より）

2　土坑完掘状況1（南より）
4　小刀出土状況（東より）
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SH－01完据状況（西より）

24号集石土坑検出状況（東より）

SB－30竃完掘状況（西より）

2号集石土坑検出状況

4号集石土坑検輯状況

6号集石土坑検出状況

8号集石土坑検出状況

10号集石土坑検出状況

12号乗石土坑検出状況

14号集石土坑検出状況

（北より）

（西より）

（北より）

（南西より）

（南東より）

（南より）

（南より）

溝状遺構完掘状況（南より）

谷津原6号墳石室検出状況（南より）

2　谷津原6号墳平瓶出土状況（南より）

4　谷津原6号墳耳環出土状況（南より）
6　谷津原6号墳鉄鉄出土状況2（北東より）
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谷津原7号墳石室検出状況（南より）

谷津原7号墳勾玉、稟玉、臼玉出土状況（南より）

谷津原7号墳鞍金具出土状況（西より）
谷津原8号墳刀子出土状況（西より）

谷津原8号墳鉄鉱出土状況（北より）

谷津原8号墳検出状況（南より）
谷津原9号墳検出状況（南より）

谷津原9号墳鉄製品出土状況（南より）

谷津原9号墳閉塞石検出状況（石室より）

谷津原12号墳検出状況（南より）

谷津原12号墳左側壁（西より）

谷津原12号墳石室内土器出土状況（南より）

谷津原13・14号墳（僻轍写真）
谷津原13号墳検出状況（南より）

谷津原13号墳右側壁（南東より）

谷津原14号墳全景（南より）

谷津原14号墳段構造（石室より）
谷津原14号墳玉類出土状況（南より）

谷津原14号墳石室検出状況（南より）

谷津原14号墳根石検出状況（南より）

破魔射場1号墳検出状況（南より）

D地区北久保遺跡全景（西上空より）
D－1区全景（西より）

本館建物全景（傭撤写真）

根石2

2号基礎留守居宅建物全景（北より）

根石2

根石4
1号便所跡検出状況（南より）

2号煉瓦組完掘状況（南より）

2号便所跡検出状況（南より）

1号遣り水跡完掘状況（南より）

4号遣り水跡完掘状況（東より）

2号排水施設検出状況（南東より）
4号土管検出状況（東より）

土管接合部（東より）

石段検出状況（東より）

5号排水施設泥吐バルブ検出状況（東より）

2号竪坑検出状況（南より）
3号竪坑検出状況（南より）

4号竪坑底面検出状況（南より）

3号升全景（西より）

貯水池取水口（南東より）

3号升バルブ2（西より）

2　谷津原7号墳小玉出土状況（南より）

4　谷津原7号墳鉄錬出土状況（西より）

2　谷津原8号墳骨粉検出状況（南より）

4　谷津原8号墳鞠尻金具出土状況（南より）

6　谷津原8号墳掘り方（南より）

2　谷津原9号墳掘り方（南より）

4　谷津原9号墳須恵器出土状況（南より）

6　谷津原9号墳左側壁（西より）
2　谷津原12号墳右側壁（北東より）

4　谷津原12号墳鉄鉱出土状況（南より）

2　谷津原13・14号墳（南上空より）
2　谷津原13号墳敷石検出状況

4　谷津原13号墳左側壁（北西より）

2　谷津原14号墳右側壁（南東より）

4　谷津原14号墳平瓶出土状況（南東より）

2　谷津原14号墳検出状況（傭轍写真）
4．谷津原14号墳掘り方（南より）

2　破魔射場1号墳掘り方（南より）

2　D－2・3区全景（僻轍写真）

2　1号基礎（北より）

4　根石2
2　根石1

4　根石3

2　1号煉瓦組検出状況（南より）

4　1号煉瓦組下部検出状況（南より）

2　2号遣り水跡完掘状況（北より）

2　4号排水施設検出状況（東より）

4　6号土管検出状況（南より）
6　1号升及び7号土管検出状況（南東より）

2　5号排水施設検出状況（北より）

4　5号排水施設暗渠検出状況（南より）

2　暗渠解体状況（東より）

4　3号竪坑解体状況（西より）
6　4号竪坑バルブ検出状況

2　貯水池排水口（南東より）

4　3号升バルブ1（西より）



第I章　調査に至る経緯

平成6年、東名高速道路富士川サービスエリア（上り線）の建設及び富士川SAフュージョン計画ウオー

ターワールド整備事業の基本計画が策定された。これまでの上下一体型サービスエリアを分離型に拡張

改良し、高速道路利用者が共に利用・交流できる場として「富士川楽座」「道の駅」を県道富士川身延線

に併設する地域拠点事業として、整備が進められることになった。これを受け、平成8年、県教委文化

課、富士川町教育委員会、日本道路公団、当研究所による協議がもたれ、事業予定地内に所在する破魔

射場遺跡・北久保遺跡・谷津原古墳群の確認調査及び本調査の計画が話し合われた。

話し合いの結果、富士川サービスエリアが平成12年度に共用開始される計画に合わせ、調査は工事工

程との調整の中で進められることになり、平成8年度は、破魔射場遺跡①地区の確認調査、北久保遺跡

D地区の確認調査を実施した。

平成9年度は、破魔射場遺跡A・B・C・E・②・③地区・谷津原古墳群の確認調査・本調査と北久

保遺跡D地区の本調査を行った。なお、破魔射場遺跡E・①地区は確認調査の結果、調査区全体が河川

堆積層であり、②地区は調査区全体に撹乱が及び、遺跡の存在がないことが判明した。また、③地区の

本調査は県教委文化課と富士川町教育委員会との協議により、③地区の本調査は、富士川町教育委員会

が行うことになったため以下では報告から除く。

平成10年度は、破魔射場遺跡A・C区の確認調査・本調査とB地区の本調査を12月まで実施し、全て

の現地調査を終了した。資料整理作業は、6月から現地調査と併行して行い、1月から本部にて本格的

な作業に入った。

第1図　遺跡位置図

－1－

宮



第II章　調査の方法と経過
第1節　調査の方法

富士川SA関連遺跡は、その対象区域内に北久保遺跡、破魔射場遺跡、谷津原古墳群の3遺跡が所在す

る。そのため、第3図に示したとおり対象区域全体に同一の方眼設定を行った0方眼設定は、国家座標

（Ⅹ，Y）＝（－93610，10890）上を原点A－1とし、遺跡全体に10mのグリットを設置した0各グリット

の名称は、南からA・B・C・‥のアルファベットを、西から1・2・3・‥の数字を付し、この

組み合わせによりA－1・B－2のように表記した0遺構や遺物の記録は全てこのグリットを基準とし

て行った。なお、古墳の調査については便宜上、主軸を石室の長軸に合わせた任意の方向にとり、後に

国家座標への変換を行った。

調査は全体を5区（A～D地区・谷津原古墳群）に分割して行われたo A地区及び谷津原古墳群は丘

陵頂上部と南側斜面地であり、古墳を想定して等高線に沿った形のトレンチを設定し、遺構確認後、平

面的に検出を行った。B・C・D地区はA地区の谷津原丘陵と南側の舟山台地とに挟まれた平坦地であ

る。確認調査ではグリットに沿ってトレンチとテストピットを設定、基盤層まで掘り下げを行い、遺跡

の所在の認定を行った。本調査では確認調査の結果を受けて、①表土除去→②第1遺構面調査→③中間

層除去→④第2遺構面調査と実施していった0①と③の段階では重機を用いて作業の効率化を図った。

遺物の取り上げは光波測定器を用い、Ⅹ，Yの座標と標高（H）を記録した0ただし土器片は、残存

状態の良好な物以外は、各グリット毎の出土層位別に一括して取り上げるか、遺構を単位として取り上

げた。遺物番号は原則として1点毎に付けたが、グリットあるいは遺構一括で取り上げた遺物は、取り

上げた単位で付番した。なお、遺構・遺物の標記は凡例に示したとおりである0●

遺構平面図は縮尺1／20を基本とし、詳細図が必要な場合に縮尺1／10で作成した0写真撮影は6×

7判と35mm判（モノクロ・カラーリバーサル）を併用し、作業工程記録用に35mm判（カラーネガ）を

使用した。遺構全景写真は、ローリングタワーや高所作業車、ラジコンヘリを使用して撮影した0

第2節　調査の経過

本遺跡の現地発掘調査は、平成9年2月より開始した02月3日から準備工に入り、作業員の確保、

資機材の準備等を行ったのち、用地買収の進捗状況に合わせて、北久保遺跡D地区と破魔射場遺跡①地

区の確認調査から取りかかった。

D地区の調査前状況は、明治時代に建設された古絡荘に導水するための貯水池、それに付随する石組

み遺構等が存在し、それ以外はほぼ全面にわたり蜜柑園が営まれていた0確認調査は蜜柑木を避けてテ

ストピットを設定し、人力による掘削を行った。結果、古絡荘の別邸である芳野庵にかかわる遺構等を

確認した。本調査はこの結果を受け、3月から8月まで行った0本地区は石垣により地形が3段に分か

れているため、西からD－1区、D－2区、D－3区と3つの区に新たに分割し調査した0重機によっ

て表土を除去したのち、芳野庵建物に関わる遺構や芳野庵に付随する庭園施設、さらに導水施設を主と

する地下埋設物の検出を行った。また、D－1区では近世の畝状遺構、平安時代の溝状遺構が検出され

た。

①地区の確認調査は蜜柑木や畑を避けてテストピット15ヶ所を設定し、人力による掘削を2月17日か

ら26日まで行った。結果、本地区は後世の開墾、道路工事、随道工事により掘削を受け、大きな地形の

変化を生じており、遺構・遺物の確認は見られず、遺跡の可能性はないことが明らかとなった0
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第2図　調査区と周辺地形
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第3図　グリット配置図
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平成9年度は先述したD地区本調査の他、破魔射場遺跡C－1区、B－1区、B－2区、A区、E区、

②、③地区の確認調査を並行して行った。また年度後半には、C－1区、B－1区の本調査と谷津原古

墳群の確認調査及び本調査を行った。

C－1区の確認調査は、7月中旬より開始した。本地区では10ヶ所のテストピットと6ヶ所のトレン

チを設定した。特にトレンチは埋没した谷地形の確認のため、地形の変換点に重点を置き掘削した。確

認調査の結果、縄文時代中期から後期にかけての土器・石器を多量に含む黒色土の堆積と黒色土を覆土

とする複数の落ち込みを検出した。また、調査区中央の段丘部からは縄文時代の遺構・遺物以外に灰粕

陶器・土師器の出土がみられた。さらに、谷部からは平安時代の遺構・遺物が確認された。

C－1区の確認調査が終了した8月中旬からは、B－1区、B－2区の確認調査を実施した。調査区

全域に8カ所のテストピットを配置し、地形の変換点には2カ所にトレンチを設定、土層の把握に努め

た。調査では、平安時代と縄文時代後期の遺構の所在を確認した。

B・C地区と並行して8月初旬から下旬までA地区の確認調査を行った。本地区は東西に延びる丘陵

の頂上平坦部と南側斜面部からなり、古墳時代の須恵器が表採されていることから、古墳を想定して18

本のトレンチを等高線に沿って設定した。その結果、南側斜面で古墳2基の存在が明らかとなった0ま

た、頂上部では後世の開墾によりそのほとんどが基盤層である褐色砂礫土まで削平され、遺物包含層の

黒色土は消失していたが、西側に設定したトレンチでは黒色土が残存しており、それを覆土とする落ち

込みを確認した。協議の結果、古墳を確認した南側斜面部と頂上部西側部分の本調査を次年度行うこと

となった。また、頂上部中央と北側部分の約2，500m2の未買収地区については、用地交渉の進み具合で確

認調査を実施することとなった。破魔射場遺跡②・③地区の確認調査は、7月より2ケ月間行われた。

②地区は丘陵部と低地部、③地区は北側斜面からなり、丘陵部、低地部は縄文時代の遺跡、斜面部は古

墳群が想定されるため、テストピットとトレンチを設定し、人力による掘削を行った。ただし、②地区

丘陵部の大半を占める椎茸栽培農場部分については、地主によると、造成工事を行っているとのことで

あり、ほとんどが削平を受けていることが予想されたが、重機によりトレンチを掘削し、その再確認を

表1　調査工程表
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行った。このうち③地区の東側部分で平安時代の遺跡の存在が明らかとなったが、本調査は次年度以降

富士川町教育委員会により実施されることとなった。

C－1区の本調査は9月より開始した。段丘部は盛土を重機で除去した後、遺構検出を行った0谷部

については2m以上あった盛土を重機で掘削し、遺構の範囲をおさえるために、再度トレンチを掘削した

のち平面調査を行った。調査はサービスエリア本体工事との工程調整のため、関係諸機関と数度にわた

る協議をもちながら進められた。9月の協議を受けて調査区を4分割し、徐々に引き渡しを行うことと

なり、12月初旬終了予定の谷状地形部分と1月中旬に引き渡す東側部分について優先して調査を実施し

た。残りの2地区はそれぞれ1月末と2月下旬に引き渡しを行い、調査を完了した。なお、調査区中央

部から検出した配石遺構については、期間短縮を図るために空中写真測量を実施したo

B－1区の本調査は10月から行われた。重機で表土除去したのち、黒色土下の褐色土層で平安時代の

集落跡を検出した。その後、縄文時代遺構の確認のため再度テストピットを掘削し、下層の確認を行っ

たが、遺構の検出はみられず1月に調査を完了した。

10月中旬からは谷津原古墳群の確認調査に着手した0確認調査の結果、古墳3基の存在が明らかとな

るとともに、平坦部に縄文時代の集落の広がりが推定されたため、11月から本調査を開始した。本調査

の結果、新たに3基の古墳を確認、平坦部からは縄文時代の土坑、中世の土坑を検出し、3月で調査を

終了した。

平成10年度はA・Br2・C－2区の本調査とA・C－3区の確認調査を行った0また、現地調査と

併行して、6月中旬より本部での整理作業を開始した。

A地区の調査は昨年度の確認調査を受けて、4月から2ケ月間実施された0斜面部では2基の横穴式

石室墳の調査を行った。また、古墳に通じる溝状遺構が検出されたため調査区を当初計画より拡張して

調査を実施した。5月中旬からは頂上部の調査を開始、遺構の密度が低かったため5月末で調査を完了

した。また、用地交渉中であった残る確認調査予定地2地点については、6月から調査を開始、トレン

チ・テストピットによる調査の結果、蜜柑園の開墾により旧地形が削平されており、遺構は確認されな

かった。

B－2区の調査は4月中旬から行った。調査は作業員駐車場確保のため、東区と西区の2地区に分け

て実施した。遺構面は中世から平安時代面と縄文時代面の2両を検出し、10月末に完了した0

8月にはプレハブ事務所下のC－2・C－3区の調査のため、事務所の移転作業を開始、その後両地

区の調査を10月初旬より行った。C－2区は昨年度調査したC－1区の西隣にあたり、遺跡の存在と土

層の堆積状況が明確であったため直ちに本調査を行った0また、C－3区については、サービスエリア

の緑地帯部分にあたり工事による掘削が行われないことから確認調査のみを実施、12月16日に全調査を

完了した。

写真1　発掘作業風景1
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第III章　遺跡の環境
第1節　地理的環境

静岡県庵原郡富士川町は、富士川右岸下流域及び南部フォッサマグナの最南部に位置する。東側には

日本三大急流の一つである富士川が流れ、駿河湾に注いでいる。町内は富士川の浸食・開析作用を受け

た河岸段丘部と、プレート境界域で火山活動が行われた岩測火山群の断層活動の繰り返しで隆起した山

地・丘陵部からなる。この火山群は富士山の火山活動以前により形成されたものであり、丘陵を形成し

ている地質は、地質年代の新生代第三紀後期ないし第四紀前期に堆積した輝石安山岩からなる岩渕累層、

第四紀更新世末の段丘堆積物、第四紀更新世末の富士火山降下火山灰等である。

今回、調査を行った富士川SA関連遺跡は富士川SAの北側に位置し、北久保遺跡・破魔射場遺跡・谷津

原古墳群から構成される。岩測火山群の一つである雨乞山の末端丘陵の標高60mの丘陵頂部及び南斜面

部に谷津原古墳群、吉津川・谷津沢・漆沢等の富士川に注ぐ小河川の開析作用に’よって形成された標高

50m台の段丘低位面には破魔射場遺跡、谷が河川堆積物で埋められて、狭い平坦地が形成された堆積性の

谷底平野に北久保遺跡が立地する。遺跡の範囲は東西340m、南北340mで富士川に向かって西から東へ緩

やかに河岸段丘上を下っている。また、石室石材や配石遺構の石材の大半は岩渕火山群から噴出した輝

石安山岩であり、それらが小河川等により運ばれてきたものである。当遺跡からは北に富士山、東に富

士市域、愛鷹山麓を眺望する事ができ、日当たりのよい場になっている。周辺の段丘低位面には、縄文

時代前期から晩期にかけての遺跡が点在し、特に縄文時代を通じて居住に適した安定した地盤であった

といえる。明治時代は農地に開墾されて、石垣を構築し狭長な段々畑としたが、現在この範囲は蜜柑・

キウイフルーツ等の果樹園や椎茸栽培の他、平坦部の中心は荒廃園になっている。

また、破魔射場の地名は柳田国男の『地名の研究』によれば、破魔弓を射たところだという。さらに、

ムラ境の山林や川に画した場は外敵の侵入を受けるところで、それを除く意味もあるという。富士川町

の破魔射場という地名の場所は、ちょうど富士川地区の岩淵と木島の境界付近を指し、また吉津川の河

川堆積物の多い所でもあり、このような民俗的事例にあてはまってこよう。

第2節　歴史的環境

今回調査を実施した破魔射場遺跡・北久保遺跡・谷津原古墳群の各遺跡が所在する富士川町岩測区と

木島区周辺の歴史的環境について、富士川西岸下流域に展開する縄文時代から平安時代の遺跡を中心に、

時代を追いながらその様相を概観する。

富士川西岸の下流域一帯は古くから多くの遺跡の存在が知られている。特に河岸段丘が発達した当地

区は、古代人の生活立地条件が適していたと考えられ、木島遺跡や駿河山王遺跡に代表される遺跡群が

濃密に分布している。

縄文時代早期の遺跡は室野中井戸遺跡、大楽寝遺跡、山王遺跡がある。室野中井戸遺跡は木島区の丘

陵頂上部付近にあり、押型文・撚糸文土器を出土している。大楽窪遺跡は富士川を南へ下った中之郷区

の河岸段丘上に位置し、子母口式・野島式・茅山式土器を出土している。また、山王遺跡にも同様の土

器がみられる。

早期末から前期初頭の遺跡としては、木島式土器の標識遺跡である木島遺跡が最初にあげられる。木

島遺跡は富士川西岸段丘上、標高50～60mに立地し、1948年以来4回の発掘調査が行われている。木島式

土器は木島I式～木島Ⅹ式に形式細分でき、早期末に木島I式・木島II式、前期初頭に木島III式～Ⅹ式
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が位置づけられる（渋谷昌彦1982）。器形は丸底の深鉢形である。この木島式土器は、県内をはじめ関東・

東海地方に広く分布し、富士川下流域では物見堂・舟山・杉道・中野等の各遺跡から出土している。こ

れらの遺跡はその特徴として、大半が富士川河岸段丘上に立地していることがあげられ、木島遺跡を中

心に一つの文化圏を形成していることが窺える。

中期前半では標高57m付近の台地頂上部付近より五領ヶ台式土器を出土する中野遺跡、中期後半では

薬師平遺跡が山稜台地標高200m付近に存在する。

後期にはいると中野石切場遺跡、沢上遺跡、小池遺跡が存在し、いずれも堀之内式土器が出土してい

る。後期後半から晩期にかけての遺跡としては、岩渕火山群から東に延びる谷津沢の扇状地に会下遺跡

が存在する。晩期後半の段階では、今回調査した破魔射場遺跡の西側に所在する駿河山王遺跡があげら

れる。同遺跡は山王・舟山・北久保の各遺跡からなり、山王・舟山丘陵平坦部に分布するが、昭和43年

の東名富士川サービスエリア建設に伴い、北久保遺跡の一部を残し大半が消滅している。この遺跡は広

大な範囲であり、遺構・遺物は多種にわたり、縄文時代早期、前期、晩期、弥生時代後期の遺跡が確認

されている。なかでも縄文時代晩期については、浮線網状文土器、工字文土器を出土し、弥生時代前期

の段階では水神平式土器、遠賀川式土器が出土している。このことから、当遺跡は富士川下流域におけ

る縄文時代から弥生時代への転換、弥生文化導入の過程を明らかにする重要な遺跡であるといえる。

一方、富士川を挟み東岸にあたる富士市岩本地区には、標高70～80m程の舌状台地上に念信園遺跡と上

井奈遺跡が存在する。念信園遺跡は早期から中期・後期にかけての遺跡であり、早期では楕円押型文土

器や太描沈線文土器、中期では加曽利E式土器、後期の段階では堀之内式土器が出土している。上井奈

遺跡は加曽利E式土器が出土する中期の遺跡である。

弥生時代の遺跡は、当地区に於いては縄文時代の多くの遺跡に比べその数は極めて少ない。木島・岩

測両区に限って言えば、先述した山王遺跡より縄文時代晩期から弥生時代初頭の遺物が出土しているの

みである。中之郷区では四十九遺跡、四十九矢久保沢遺跡、荒久遺跡などの後期後半に属する遺跡が確

認されている。また、富士川町北部の松野地区では住居跡や方形周溝墓が検出されている。この地帯は

広大、肥沃な沖積低地が広がり、水稲農耕を生活基盤とした弥生人にとって適した立地条件にあると考

えられる。この地に接した微高地上には弥生時代後期の中野遺跡、清水岩の上遺跡が存在する。

古墳時代初頭に入ると、この肥沃な沖積低地を囲むようにして、標高50～60mの微高地台地上に中野A

遺跡、松永遺跡、半在家遺跡、丸崎遺跡の各遺跡が分村的に派生している。

一方、木島・岩渕区では古墳時代後期から終末期にかけての数多くの古墳群が確認されている。当地

区の丘陵東側には、北から小山丸山古墳、室野坂古墳群、谷津原古墳群、妙見古墳群、山王古墳群等の

古墳群が密集している。小山丸山古墳は独立丘陵上にあり古くからその存在が知られているが、現在は

蜜柑園に造成されて墳丘の一部が削平されている。この丘陵の南西およそ300mの丘陵斜面には室野坂古

墳群が群集している。過去2回調査が行われ、30基にのぼる終末期の古墳群が確認された。本古墳群は

横穴式石室より出土した須恵器等から8世紀前半の古墳群とされている。この丘陵東側標高60m付近に

は谷津原古墳群が存在する。本古墳群はこれまで5基の古墳が轟認されている。1号墳からは単鳳環頭

大刀、釧、砥石、須恵器、2号墳からは金環、勾玉、小玉、鉄鉱、須恵器、土師器、3号墳からは玉類

が出土している。1号墳は6世紀後葉、2・3墳は7世紀初頭に位置づけられ、周辺古墳群では最も古

い。今回の調査では、この古墳群が調査区に含まれており、古墳群の分布、基数等がさらに明らかなも

のとなった。谷津原古墳群の立地する丘陵から谷を隔てて吉津川に接する南側の斜面中腹には、標高

80～120mの間に妙見古墳群が立地する。妙見古墳群はこれまで4回調査が行われ、28基の石室を検出し

た。古墳はすべて終末期に属するものと考えられ、石室の構造や形態から横穴式石室と竪穴系石室をも

つものの2つに大別されている。山王丘陵の南西斜面には山王古墳群が立地する。古墳は28基が検出さ
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れている。ほとんどが小規模な竪穴系の石室を有するもので、7世紀中葉から8世紀代に属する古墳群

である。

平安時代の遺跡には、松野地区に浅間林遺跡、中野B遺跡、若宮遺跡、中野沖田遺跡がある0浅間林

遺跡からはこれまでに住居跡34軒、掘立柱建物跡5棟、井戸跡1基が確認され、遺物は土師器、須恵器、

灰粕陶器の他、緑粕陶器、黒色土器、墨書・刻字土器等が出土している0中野遺跡では3軒の住居跡が

検出されている。また、若宮遺跡では掘立柱建物跡2棟、中野沖田遺跡からは製鉄関係遺構が検出され

ている。木島・岩渕区では、これまで本格的な調査は行われておらず、今回実施した調査は当時の集落

形成を考える上で重要な資料となると考えられる。

以上が当地区に於ける縄文時代から平安時代にかけての各遺跡の概要である0今回の調査ではこれら

の時代とともに、明治時代後期、宮内大臣田中光顕伯により造営された別荘、古硲荘の離邸である芳野

庵の調査を行った。気候が温暖であり、海と山に囲まれ富士山が眼前に迫るこの地は、明治時代から多

くの別荘が造られており、清水市興津地区には井上馨の長者荘、西園寺公望の坐漁荘、また、蒲原町に

は田中光顕の青山荘が存在している。調査は別荘の離邸とそれに付随する庭園についてのものだが、当

時の文化研究の貴重な資料となりうるのではないかと考えられる。

表2　遺跡地名表

番号 遺跡名 時　 代 種　 別 番号 遺跡名 時　 代 種　 別

1 破魔射場遺跡 中世 ・平安 ・古墳～弥生 ・縄文 （中～後） 集落 ・古墳 16 中野遺跡 縄文 （早～中） 散布地

2 谷津原古墳群 中世、古墳 （後）・縄文 （中） 古墳 17 物見堂遺跡 縄文 （早 ・前） 散布地

3 北久保遺跡 近代 ・平安 集落 18 清源院裏古墳 古墳 古墳

4 山王遺跡 中世 ・古墳 （後）・弥生 ・縄文 （晩） 集落 19 会下遺跡 縄文 （後 ・晩） 散布地

5 室野坂古墳群 古墳 （後）・縄文 古墳 20 沢上遺跡 中世 ・縄文 （中 ・後） 散布地

6 妙見古墳群 古墳 （後）・縄文 古墳 21 荒久遺跡 古墳 （初） 散布地

7 小山丸山古墳 古墳 古墳 22 四十九古墳群 古墳 （後） 古墳

8 木棒田遺跡 縄文 （後） 散布地 23 四十九遺跡 弥生 散布地

9 的場遺跡 縄文 （後） 散布地 24 薬師平遺跡 縄文 （中） 散布地

10 明神遺跡 縄文 （後） 散布地 25 小池丸山古墳 古墳 古墳

11 中井戸遺跡 縄文 （早） 散布地 26 小池遺跡 縄文 （中） 散布地

散布地
12 杉道遺跡 縄文 （早 ・後） 散布地 27 大楽窪遺跡 縄文 （早）

13 木島遺跡 縄文 （早 ・前） 散布地 28 上井奈遺跡 古墳 ・弥生 ・縄文 散布地

14 丸崎遺跡 縄文 （前） 散布地 29 鎌研古墳群 古墳 古墳

15 中野石切場遺跡 古墳 ・縄文 散布地 30 念信園遺跡 古墳 ・弥生 ，縄文 古墳 ・散布地
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第3節　基本層序

各地形の基本層序

破魔射場遺跡は地形的に大きく段丘低位面と谷底平野の2つに分けられる。段丘低位面は標高50～52

mの範囲に平坦面を形成し、富士川に向かって緩やかに低く傾斜している。破魔射場遺跡C地区の南西側

からはU李如こ谷状地形が入り込んでおり、苫津川の氾濫により形成された谷底平野が北久保遺跡まで

広がることを確認した。

調査区全域に耕作地として利用されていたため、開墾による削平が認められた。またC区は地形が変

換し、土層堆積の状況に差異が見られることから、段丘低位面と谷底平野に分けて概観する。なお、谷

津原古墳群の土層堆積状況については省略する。

段丘低位面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

基本層序は上から順に第I層は水田耕作土層で、第II層は黄褐色土である。厚さ5～10cmを測り、ほ

ぼ全調査区域に広がる。当初パミスを含むものと認識していたが、加藤芳郎先生に観察していただき、

粒子の大部分は安山岩の風化・褐色化したものであり、火山ガラスなど火山灰らしきものは検出されな

かった。第III層は粘性の弱い黒色土で、弥生時代後期後半から中世までの遺物包含層である。層の厚さ

は調査区で異なり、B地区はC地区より比較的厚く堆積し、遺物量も多い。第IV層は暗褐色土で、C地

区で弥生時代後期～平安時代の遺構を検出し、B地区は、上面において中世土坑や平安時代の遺構を確

認した。また中層では古墳時代前期の竪穴住居跡を確認した。さらにC地区では、縄文時代後期前半の

遺物包含層でもあり、調査区全面に堆積している。C地区中央北側から谷底平野に向かって第IV層の厚

さは希薄になっていく。B地区北側の一部から第Ⅴ層の黄褐色砂礫土層の堆積が30～50cmの厚さで認め

られた。拳大から人頭大の岩測安山岩を多量に含む。

この第Ⅴ層は縄文後期前半以降に急激な洪水により形成されたと考えられる。C地区では第IV層下に

第VI層の暗褐色粘質土が全面に確認された。谷底平野に向かって希薄になっており、縄文時代中期後半

の遺物包含層である。また、縄文時代後期前半の遺構は第VI層上面または中層で検出した。

B地区の第Ⅴ層の黄褐色砂礫土層下の第VI層の暗褐色粘質土は厚さ30cmを測り、縄文後期前半の遺物

包含層である。第ⅥI層の褐色砂礫土は河岸段丘の基盤をなす段丘礫で、C地区では縄文時代中期後半の

遺構を確認し、B地区は縄文時代後期前半の遺構を検出した。

谷底平野

現況は1．2m～2．1mの客土が盛られ、段丘低位面とほぼ平坦であったが、吉津川の開析作用を受けた段

丘低位面の斜面を破魔射場遺跡の南西側で確認した。谷底平野と段丘低位面との比高差1・2m～1・4mを

測る。また、北久保遺跡と破魔射場遺跡の谷底平野の土層堆積状況が第II層～第IV層にかけて連続して

対応し、破魔射場遺跡から北久保遺跡にかけてゆるやかに低く傾斜している。

谷底平野の基本土層は上から順に、第I層は水田耕作土層、段丘低位面の第I層と第III層の間に褐色

細砂、灰黄褐色粘質土と褐色粘質土が堆積する。その下層には、第IV層の黒色土が堆積する。段丘低位

面では第III層に相当し、弥生時代後期後半、平安時代～中世の遺物包含層であり、谷底平野では平安時

代～中世の遺物包含層である。この土とから平安期から中世にかけてすでに谷状地形も埋没し、段与低

位面と比高差はそれほどなく、比較的ゆるやかな傾斜地を形成していたと考えられる。第IV層以下は暗

褐色砂質土、黒褐色粘質土が堆積する。遺物は出土していない。また段丘斜面には段丘低位面の第VI層

から流れ込んだと思われる暗褐色粘質土が堆積していた。遺物は縄文土器片が少量出土し、遺構は確認

されていない。
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段丘低位面（B・C地区）

第I層　暗褐色粘質土。明治時代以降の水田耕作土層である。

第II層　黄褐色土。黄褐色粒子を多量に含み、厚さ5～10cmの堆積を示す。調査区全域において観察さ

れる。加藤芳郎先生に観察していただき、大部分は安山岩の風化・褐色化したものであることが

判明した。

第III層　黒色土。炭化物、赤色粒子を僅かに含み、粘性は弱く、しまりは強い。弥生後期から中世の遺

物包含層である。

第IV層　暗褐色土。炭化物、赤色粒子、礫を僅かに含む。弥生後期から中世の遺構面は本層の直下から

中層にかけて確認した。

第Ⅴ層　黄褐色砂礫土。砂と人頭大の礫を多量に含む。B区北側において観察され、30～50cmの厚さを

持つ。洪水層である。

第VI層　暗褐色粘質土。炭化物、白色粒子、赤色粒子を僅かに含み、粘性、しまり共に弱い。拳大の礫

をやや含む。B区北側の一部はⅤ層直下に本層が堆積し、縄文後期前半の遺物包含層である。C

地区はIV層下で確認され、縄文時代後期後半の遺物包含層である。

第ⅥI層　褐色砂礫土。拳大から人頭大の段丘礫を多量に含む。この遺跡の基盤をなす段丘礫層である。

B地区では縄文時代後期前半の遺構は本層で検出し、C地区では縄文中期後半の遺構を確認した。

谷底平野（C・D地区）

第I層　暗褐色粘質土。明治時代以降の水田耕作土層である。

第II層　褐色細砂。厚さ15～20cmを示す。

第III層　灰黄褐色粘土。　粘性、しまりは強く、黄褐色粒子を含む。厚さ15～20cmを示し段丘低位面全

面に見られる。

第IV層　黒色土。炭化物、赤色粒子を僅かに含み、粘性、しまりが強い。低位段丘の第III層に相当し平

安時代の遺物包含層である。

第Ⅴ層　暗褐色砂質土。炭化物、白色粒子、礫を僅かに含み、粘性、しまりは弱い。厚さ20cmの堆積を

示す。C地区では掘立柱建物跡や集石土坑を確認し、D地区は溝状遺構を検出した。

第VI層　黒褐色粘質土。粘性、しまりは強く、厚さ20cmの堆積を示す。遺物は出土していない。

第VII層　暗褐色粘質土。粘性、しまりは強く、厚さ20cmの堆積を示す。低位段丘面の第VI層の暗褐色土

が流れ込んでいる。

B　　　　　段丘低位画　　　　　C

I 耕作土 I

Ⅱ 黄褐色土 Ⅱ

Ⅲ 黒色土

暗褐色土

黄褐色砂礫土

Ⅲ

Ⅳ
Ⅳ

Ⅴ
Ⅴ

Ⅵ 暗褐色粘質土

褐色砂礫土 ⅦⅦ

第5図　基本土層図
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C・D　　　谷底平野

耕作土
褐色細砂

灰黄褐色粘土

黒色土

暗褐色砂質土

黒褐色粘質土

暗褐色粘質土
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第Ⅳ章　破魔射場遺跡の調査
第1節　縄文時代の遺構

縄文時代中期後半の遺構

縄文時代の遺構は竪穴住居跡29棟、配石遺構47基、集石土坑3基、集礫群、屋外埋設土器10基、不明

遺構1基、土坑、ピット等を確認した。その内、縄文時代中期後半に比定される遺構は竪穴住居跡、配

石遺構、集石土坑、集礫群、屋外埋設土器、土坑、ピットを確認した。いずれもC地区の低位段丘部全

面に立地し、明確に住居域と配石遺構の区域が分けられる。C地区中央部の標高51mの範囲に曽利I式

～曽利Ⅴ式に比定される竪穴住居跡のほとんどが切り合った状況で21軒検出された。またHlO年度調査

分のC－2区で曽利III式～曽利Ⅴ式の住居跡が3軒検出された。C－1区東側の標高50～50．7mの範囲

には屋外埋設土器群や立石を伴う土坑、方形・弧状・環状を呈する小規模な配石遺構が配置される。両

住居域の中間区域であるC－1区西側には、土坑を伴う配石遺構や石棒を持つ集石土坑、集礫群が位置

し、住居域と配石遺構の区域はもちろんのこと、配石遺構の区域にも構造的な違いが認められる。両配

石遺構の構築時期については土坑を伴う配石遺構は少なく、明確に決定できないが、曽利IV～Ⅴ式に比

定される。

縄文時代後期前半の遺構

縄文時代の後期前半の遺構はC－1区低位段丘全面とB－2区一部に広がる。中期後半に見られた住

居域と配石域の明確な棲み分けはなくなっていく。ただし、中期後半段階に配石遺構が位置していた場

所はやや規模を大きくしながらも配石遺構が立地する。C－1区東側には中期後半の弧状・方形・直線

状に延びる小規模な配石の上層に規模を大きくした弧状列石とやや散漫に崩れた配石遺構が位置する。

C－1区西側には集石土坑の上に直径8mを測る環状列石やその周囲には敷石状の配石遺構や直線状に

延びる配石が位置する。また環状列石の東側では柄鏡形敷石住居跡1基が確認された。

B－2区の遺構は上面が洪水層に厚く覆われ、段丘礫を掘り込んでいる。C区と比べると不安定な地

盤としているため、配石遺構なのか、自然礫なのか遺構の検出が非常に困難であった。遺構は竪穴住居

跡4軒、配石遺構13基、不明遺構1基、埋設土器3基確認した。遺構面は2両確認した。上層は、竪穴

住居跡、直線状の配石遺構や敷石状の配石遺構が12基検出され、出土遺物より堀ノ内1式後半ん堀ノ内

2式に比定される。下層は不明遺構、配石遺構、埋設土器が検出され、上層の敷石状の配石遺構の下層

に敷石状の配石遺構が構築されていた。住居跡は段丘礫の少ない褐色粘質土のある場所を選地して掘り

込んでいる。その住居跡の周囲には自然礫や土坑を伴った配石遺構が巡る状況である。

縄文時代の竪穴住居跡の概要

竪穴住居跡は中期後半の住居跡25軒、後期前半の住居跡4軒で、そのうち柄鏡形敷石住居跡は1軒検

出された。中期後半の居住域の中心はC地区の低位段丘上に位置し、居住域と配石遺噂が明確に区別で

きるのに対し、後期になるとC－1区全面に配石遺構が展開するため、居住域の中心はB－2区に移り、

住居跡の数は減少していく。

C地区の竪穴住居跡の時期は曽利I式～曽利Ⅴ式に比定され、平均2軒～3軒ほどが各時期に存在し

ていたと思われる。住居跡の平面形は大半が楕円形もしくは不整形な楕円形を呈する。曽利I式期の住

居跡は直径3．5m程の小規模な楕円形を呈する住居跡が多く、曽利II式～III式期にかけて曽利I式期より

も比較的規模が大きくなっていく傾向がある。住居跡に付属する柱穴や壁溝はベース面が段丘礫層で非

常に検出されにくい状況であったが、SB－25やSB－20のように4主柱穴や10主柱穴のものもみられた。

また埋賓を伴う住居跡には小張り出しをもつものも見られた。
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第6回　C地区縄文時代中期後半遺構配置図
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第7回　B・C地区縄文時代後期前半遺構配置図
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第8図　C地区縄文時代中期後半遺構全体図



第9回　C地区縄文時代後期前半遺構全体図
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第10回　SB－1・Z
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第12図　SB－1・2出土土器

埋聾はほとんどが住居跡の南東隅壁寄りに位置し、正位の状態で、1個体から2個体埋設されていた。

埋聾の土器は、ほとんどが曽利系土器で占められ、曽利II式～曽利III式に比定される。住居跡の埋賓に

はやや大型の深鉢形土器が使用されている。またC地区西側の住居跡には、埋襲上部に蓋石と思われる

石や付近に立石や板状の敷石が付設されていた。

炉については住居跡29軒中16軒が石困炉で、うち1基は石囲埋聾炉である。地床炉が3基、不明が8

基である。石囲炉2基が作り替えを行っており、形態は変えていないようである。石囲炉の中には方形、

円形を呈するものが見られ、四隅に立石を持つ方形の石囲炉や細長い石4個を並べた方形の石囲炉があ

る。円形を呈する石囲炉には扁平な石を円形に並べるタイプのものと細長い石と扁平な石を組み合わせ

たタイプのものがある。石材についていえば大半が吉津川から採取できる岩渕安山岩であるが、河原石

を用いたSB－9や富士溶岩からなるSB－26などがある。また石皿を転用して石囲炉を構築している
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第13図　SB－3・4
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第14図　SB－3・4出土土器

SB－25などが見られる。石囲炉の覆土には焼土が良好に残存しているものとそうでないものがあり、方

形を呈する石囲炉については焼土層が厚く堆積していた。

住居跡

SB－1（第10図　図版3－1）

本住居跡はK－12グリットの標高52．8mの範囲に占地する。南側1．4mにSB－3・4、南西1mにSB－

8・9が隣接する。遺構検出面は第VII層で確認され、覆土には黒色砂礫土が堆積していた。SB－1は西

側でSB－2と重複し、新旧関係はSB－2より新しい。平面形は不整楕円形を呈し、長径6．6m短径5．9m

で、床面までの深さは28cmを測る。床面は平坦で、荒掘り面に形成している。床面の柱穴は6穴が確認

され、この内SPl・3・4・5が主柱穴と考えられる。柱穴間距離は2．4m～3．5mを測る。

SB－2（第10図　図版3－1）

本住居跡の平面形は不整楕円形を呈し、主軸長は5．6mを測る。壁は垂直に立ち上がり、検出面から床

面まで30cmを測る。床面はほぼ平坦で、西側から東側にかけて緩やかに低く傾斜している。SB－2に伴

う柱穴は確認していない。

SB－1炉跡（第11図）

炉跡は住居のほぼ中央に位置し、形態は石囲炉である。掘り方の平面形は楕円形を呈し、長径1．1m短

径1．02m深さ18cmを測る。断面形は炉石下部分にテラスを持ち、内部の底面は平坦である。炉石は20cm

ほどの円礫と30～50cmの細長い石から構成される。礫の確認されていない箇所もテラス状を呈している

ことからおそらく円礫が設置されていたと思われる。覆土は黒色土で炭化物を含むが焼土粒子は確認し

ていない。しかし、一部の炉石の上面に被熟を受け、赤化している。

SB－2炉跡（第11図）

炉跡は住居跡の中央に位置し、形態は石囲炉である。平面形は楕円形を呈し、長径は95cm短径80cm深

さ25cmを測る。断面形は摺鉢状を呈する。炉石は20～40cmの細長い石が8個から構成される。覆土は黒

褐色土で焼土粒子は認められない。また炉石にも被熱を受けた痕跡は認められない。

埋聾1（第11図）

埋襲1はSB－1の北方向に位置する、口緑部を欠いた深鉢形土器であり、直径28cm深さ15cmのピッ

ト内に正位の状態で埋設されていた。

SB－3・4（第13図　図版3－2）

SB－3はK－12グリットの標高50．5mの範囲に占地する。西側1．4mにはSB－8、南西側3mには

SB－7が隣接する。遺構検出面は第VII層で確認され、覆土には暗褐色土が堆積していた。SB－3は西側
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第16図　SB－7

でSB－4と重複し、新旧関係はSB－年よりSB－3の方が新しい。平面形は不整形な楕円形を呈し、長

径6．0m短径5．4mを測る。検出面から床面までの深さは13cmを測り、床面は荒掘り面に形成していた。

床面の柱穴は2穴確認された。径30～32cm深さ6～10cmを測り、柱穴間距離は3．3mを測る。

出土遺物は曽利Ⅲ式土器を中心に凹石、打製石斧、石匙、石錘などの石器も出土している。床面から

は本住居跡の南側で人面装飾付釣手土器が出土した。

SB－3炉跡（第13図　図版4－1）

炉跡は住居のやや北西寄りに位置し、形態は石囲炉である。掘り方の平面形は楕円形を呈する。規模

は長径1．12m短径1．10m深さ27cmを測る。断面形は摺鉢状を呈し、覆土には褐色粘質土が堆積していた。

焼土粒子は認められず、炭化物が微量に含まれる。炉石は25～30cmの細長い円礫7個、長さ55cmの細長

い石1個の計8個からなる。炉石に被熱を受けた痕跡は認められない。

SB－4（第13図　図版3－2）

SB－4の平面形は不整形な長楕円形を呈し、主軸長は5．6m深さ16cmを測る。床面からはピット1穴

が確認された。

SB－5（第15図）

SB－5はJ－12グリットの東半部分の標高50．9mの範囲に占地する。確認調査のトレンチにより住居

中央部分は削平されている。南側にはSB－6が隣接し、東側は段丘崖になっている。遺構検出面は第Ⅶ

層で確認され、覆土には暗褐色土が堆積していた。平面形は長楕円形を呈し長径4．5m短径3．0m深さ40

cmを測る。床面は平坦で、西側から東側にかけて低く傾斜している。柱穴はトレンチ壁際で1穴確認さ
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第19回　SB－8・9出土土器

れた。出土遣物は、北側の壁寄りの床面から曽利III式に比定される土器片が出土している。覆土から凹

石、台石、打製石斧、石匙、石錘が出土している。

SB－6（第15図　図版4－3）

SB－6はJ－12グリット北半部分の標高50．9mの範囲に占地する。確認調査のトレンチにより住居西

側部分は削平されている。北側はSB－5が隣接し、東側は段丘崖になっている。遺構検出画は第VIl層で

確認され、覆土には黒褐色土が堆積していた。平面形はおそらく楕円形を呈し、3．5mを測り、比較的規

模の小さい住居跡である。深さは30cmを測り、床面は平坦で、北側から西側にかけてゆるやかに低く傾

斜している。柱穴は2穴確認し、柱穴間距離は2．2mを測る。

SB－6炉跡（第15図　図版4－3）
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炉跡は住居跡のやや南東寄りに位置し、形態は石囲炉である0平面形は不整形な隅丸方形を呈し、長

径70cm短径54cm深さ15cmを測る。断面形は炉石下にテラスをもち、台形状を呈している0覆土は4層

に分層され、焼土粒子は確認されていない0炉石は35～40cmの細長い河原石が3個、20～25cmの扁平な

石2個から構成されている。出土遺物は曽利I～II式に比定される縄文土器片が多く出土しているoSP

2寄りで床面より10cm高い位置で、曽利I式に比定される完形の深鉢形土器が出土しているo

SB－7（第16図　図版5－1）

sB－7はJ－12グリットの標高50．9mの範囲に占地する0北側にはSB－8、南西2mにはSB－12が隣

接している。遺構検出面は第ⅥI層で確認され、覆土には黒褐色土が堆積していた0平面形は楕円形を呈

し、長径5m短径4．5m深さ40cmを測る。床面は平坦で荒掘り面に形成していた0床面の柱穴は1穴確認

された。炉は住居のやや南西寄りで検出した。付近からは炉石と思われる細長い石が散在しており、お

そらく石囲炉であったと思われる。炉の掘り方の規模は長径68cm短径63cm深さ8cmの楕円形を呈す

る。出土遺物は、住居跡の北西寄りの床面から曽利III式に比定される縄文土器片が出土したo

SB－8（第17図　図版5－2）

sB－8の平面形は楕円形を呈し、長径6m短径5・5mを測る0検出面から床面までの深さは46cmを測

り、床面は平坦である。柱穴は3穴確認し、主柱穴はSPl・2・3であると考えられる0柱穴間距離は

1．9m～3．5mを測る。遺物は曽利III式に比定される土器を中心に出土している0出土量はSB－9と比べ

て多くは出土していない。石器は石皿、台石、磨石、凹石、打製石斧が出土しているo

SB－9（第17図　図版5－2）

sB－9はK－11グリッド東半部分の標高50．9mの範囲に占地する0両東方向にSB－7が隣接する0遺

構検出面は第ⅥI層で確認され、覆土には黒褐色砂礫土が堆積LでいたoSB－9は東側でSB－8と重複

し、新旧関係はSB－9よりSB－8が新しい0平面形は楕円形を呈し、長径8m短径7・2m深さ40cmを測

るt。床面は平坦で、荒堀り面に形成している0床面の柱穴はSPl・2・3が主柱穴であると考えられる0

柱穴間距離は2．6m～3．5mを測る。遺物は覆土から曽利II～III式に比定される土器を中心に出土してい

る。石器は住居の南東方向に被熱を受けて風化した石皿や住居の南東部分で磨石、凹石、打製石斧など

が出土している。

SB－9炉跡（第18図　図版6－1）

炉跡は住居の北寄りに位置し、形態は石囲炉であると考えられる0掘り方の平面形は楕円形を呈し、

長径1m短径90cm深さ35cmを測る。断面形はU字状を呈する0炉石は20cm程の円礫と長さ30cmの細長

い石の8個から構成される。円礫は弧を措くように並べているのに対し、細長い石は直線的に並べてい

る。覆土は極暗褐色粘質土で、焼土粒子は認められない。炉石に被熟を受けた痕跡はないo

SB－8埋嚢1（第18図）

埋聾は直径32m深さ19cmのピット内に、口緑部を欠いた曽利III式に比定される縄文土器が正位の状態

で埋設されていた。

SB－9埋聾1（第18図　図版6－2）

埋賓1はSB－9の東方向の壁寄りに位置し、直径45cm深さ29cmのピット内に曽利II式に比定される

深鉢形土器とそ．の外面に縄文土器の一部が巡っており、重ねられた状態で埋設されていたo

SB－10・11（第20図　図版6－3）

sB－10はK－10グリットの標高51mの範囲に占地する。南東2・4mにSB－8が隣接する0遺構検出面

は第ⅥI層で確認され、覆土には黒褐色砂礫土が堆積していたoSB－10は南方向でSB－11と重複し新旧関

係はSB－10よりSB－11のほうが新しい。床面は平坦で、荒掘り面に形成していた0床面の柱穴は確認し

ていない。北側が調査区外のため全体の規模は不明であるが、平面形は楕円形もしくは円形を呈し、直
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2．極暗褐色粘箕土

第21図　SB－10・11埋磐・炉

SB－11埋褒1

第22図　SB－10・日出土土器

1．暗褐色粘質土
2．暗赤褐色土（煉土）
3．極暗褐色粘質土
4．暗褐色粘質土

0　　　　　　　　　　　　1m

径5．9mを測る。遺構検出面から床面までの深さは28cmを測る。床面は西側から東側にかけてゆるやかに

低く傾斜している。SB－10に伴う柱穴・壁溝は確認していない。住居中央部分の床面から曽利III式に比

定される土器を中心に多く出土している。石器は石皿、磨石、凹石、磨製石斧、石錘、石鉄が出土した。

SB－11（第20図）

SB－10により北側部分を切られているため正確な規模は不明であるが、平面形は南側に小張り出しを
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第23図　SB－12・13
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持つ楕円形で、径6．6m深さ34cmを測る。床面は平坦で、柱穴は確認されていないo

SB－11炉跡（第21図　図版7－1）

住居のやや北東に位置し、形態は方形の石囲炉である○北側の炉石が抜かれていることから炉の作り

替えと判断した。南側の炉は板状の石を長方形に組み、6個の石から構成される0規模は長径92cm短径

68cm深さ33cmを測る。南側の炉の覆土には焼土層が厚く堆積していたが、炉石には強く被熱を受けた痕

跡は認められない。炉石の石材は、南側の炉がすべて岩渕安山岩であるのに対し、北側の炉は河原石で

あった。出土遺物は、覆土より曽利III～IV式に比定される土器が出土し、石器は磨石、敲石、打製石斧、

石錘が出土した。

SB－10埋聾1（第21図　図版6－4）

住居のやや南西方向の壁寄りに検出された。埋賓の北側部分には石皿を含む石が埋賓をかぶせるかの

ように3個並べられていた。直径29cm深さ15cmのピット内に曽利III式に比定される小型の深鉢形土器

が正位の状態で埋設されていた。

SB－11埋聾1・2（第21図　図版6－5）

SB－11の小張り出し部分に位置し、埋賓は2個体確認された。埋賓1は直径59cm深さ25cmのピット

内に胴部以下を欠く曽利III式に比定される深鉢形土器が検出された。

SB－11埋聾2（第21図）

埋賓1より50cm南に位置し、直径33cm、深さ20cmのピット内に口緑部を欠く曽利III式に比定される

深鉢形土器が検出された。

SB－12（第23図　図版7－3）

sB－12はJ－12グリットの標高50．9mの範囲に占地する。南東方向にSB－7が隣接する。遺構検出面

は第VII層で確認され、覆土には黒褐色砂礫土が堆積していたoSB－12の南東部分でSB－13と重複し、切

り合い関係は明確にし得なかったが、埋賓によりSB－12がSB－13より新しいと判断した0平面形は不整

楕円形を呈し、長径8．5m短径6．8mを測る。床面までの深さは30cmを測る0床面は炉にかけて低く傾斜

している。柱穴は6穴確認している。その内SP3・4・5が主柱穴と考えられる。SP3－SP4、SP4，

sp5の柱穴間距離は2．1m～2．3mを測る。出土遺物は、覆土から曽利II～III式に比定される土器が出土

した。石器は磨石、打製石斧が出土した。

SB－13（第23図　図版7－3）

平面形は楕円形を呈し、径6．1mを測る。遺構検出面から床面までの深さは10cmを測る0床面は平坦で、

柱穴は1穴確認している。出土遺物は曽利III式土器を中心に石皿、蜂の巣石、磨石、打製石斧、石錘、

磨製石斧が出土している。

SB－12炉跡（第24図）

炉は住居の中央北寄りに位置し、形態は石囲炉である0掘り方平面形は隅丸の長方形を呈し、長径73

cm短径68cm深さ16cmを測る。断面形は摺鉢状を呈する。長さ45～50cmの細長い石が3個方形状に組ま

れていた。本来は4個の石から構成される石囲炉であると考えられる。炉石はすべて河原石であるo

SB－13炉跡（第24図）

炉跡は住居のほぼ中央に位置し、形態は石囲炉である0掘り方平面形は隅丸長方形を呈し、長径86cm

短径82cm深さ16cmを測る。断面形はU字状を呈し、底部は平坦である0炉石は5個確認された0南側部

分の炉石が抜かれているが、本来は方形の石囲炉であると考えられる。

SB－12埋嚢（第24図　図版7－5）

埋聾は重複した状態で2個体確認された。2個体切り合った埋賓がSB－13の拡幅等によるものなのか

は明確にし得なかった。ともに胴部以下を欠く曽利II式に比定される深鉢形土器である0
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1．黒褐色粘質土
2．暗褐色粘質土

二十二：妻：二
SB－12　　1・極暗褐色粘質土

第24回　SB－12・13炉

第25区l SB－12・13出土土器

SB－13埋聾1（第24図　図版7－4）

住居の南東部分の壁寄りに位置し、直径36cm深さ25cmのピット内に曽利III式土器に比定される深鉢

形土器が検出された。

SB－14（第26図）

SB－14はH－12グリットの標高50．8mの範囲に占地している。北側5mにSB，13、北西5mにSB，15
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第26図　SB－14
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S B－14埋聾1

S B－14埋蛮2

第27図　SB－14出土土器

が隣接する。遺構検出面は第VIl層で確認され、覆土には極暗褐色土が堆積していた。平面形は楕円形を

呈し、長径7m短径6．3mを測る。検出面から床面までの深さは46cmを測る。床面は平坦で、柱穴は2穴

確認された。炉跡や壁溝は確認していない。埋聾は2個体検出した。埋賓1は住居の南東部分の壁寄り

に位置し、直径36cm深さ42cmのピット内に曽利III式に比定される完形の深鉢形土器が埋設されていた。

埋襲2は住居跡の南側部分に位置し、直径37cm深さ27cmのピット内に曽利III式に比定される土器が正

位の状態で確認された。

SB－15・16（第28図　図版8－1）

SBr15はI－11グリットの標高50．9mの範囲に占地する。北東2mにSB－13、北西8mにSB－17が隣

接する。遺構検出面は第VII層で確認され、覆土には黒色砂礫土が堆積していた。SBr15は南西側でSBr

16と重複し新旧関係はSB－15よりSB－16が新しい。平面形は楕円形を呈し、直径6．5m深さ43cmを測る。

床面は平坦で柱穴は3穴確認した。埋襲等は確認していない。出土遺物は、覆土から曽利II式土器を中

心に東海系土器も若干量出土している。また石器では石皿、蜂の巣石、敲石、打製石斧、石匙、石錘、

石鎌が出土した。

SB－15炉跡（第29図　図版8－2）

住居のほぼ中央に位置し、形態は石囲炉である。掘り方の平面形は楕円形を呈し、直径115cm深さ31cm

を測る。断面は摺鉢状を呈する。覆土には焼土は含まれない。炉石は30～45cmの石7個から構成され、

その内1個は被熟を受けた石が1個認められた。

SB－16（第28図　図版8－1）

SB－16の平面形は楕円形を呈し、径5．6mを測る。床面は平坦で、柱穴は4穴確認された。その内SP

l・3・4が主柱穴でSP1－SP3、SP3－SP4の柱穴間距離は、2．5m～2．8mを測る。遺物は曽利II

式に比定される土器を中心に出土している。石器は石皿、磨石、打製石斧、石匙、石錘が出土した。

SB－17（第30図）

SB－17はI－9グリットの北半部分の標高50．9m～51mの範囲に占地する。北側にはSB－18が隣接す

る。遺構検出面は第VII層で確認され、覆土には黒色砂礫土が堆積していた。平面形は長楕円形を呈し、

長径6．7m短径5．6m深さ10cmを測る。床面は平坦で、柱穴は4穴確認した。柱穴間距離はSPIpSP2が

2．2m、SP2－SP3が3．7m、SP3－SP4が3．5m、SP1－SP4が4．5mを測る。埋賓等は確認されてい

ない。

SB－17炉跡（第30図）

炉跡は住居の南西寄りに位置し、形態は石囲炉である。掘り方の平面形は長楕円形で、長径1．4m短径

1．05m深さ29cmを測る。炉石はやや崩れた状態であるが、コーナー部分に立石があることから本来は方

形の石囲炉であると考えられる。覆土は暗褐色粘質土で、焼土は認められない。
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1．黒色土
2．極暗褐色粘質土

1m

第29図　SB－15炉

SB－18・19（第31図　図版9－1）

sB－18はJ－9グリットの標高51mの範囲に占地する。覆土は黒褐色砂礫土が堆積する0住居跡西側

でSB－19と重複する。新旧関係はSB－19よりSB－18が新しい。

SB－18炉跡（第32図　図版9－2）

炉跡は住居のやや西寄りに位置し、形態は石囲埋賓炉である。石囲埋賓炉は本遺跡内においてい1基

のみである。掘り方の平面形は円形で、径76cm深さ39cmを測る0長さ30cmの細長い炉石6個から構成

されている。炉石下の中央部分には胴部以下を欠いた曽利I式に比定される土器が埋設されていたo

SB－19（第31図）

sB－19の平面形は楕円形を呈し、直径5．3m深さ20cmを測る0床面は平坦で、柱穴は1穴確認した住

居中央には長楕円形のピットが検出された。

SB－20（第33図）

sB－20はH－9グリット南半部分の標高50．8mの範囲に占地する0遺構検出面は第Ⅴ帽で確認され覆

土には暗褐色土が堆積していた。平面形は楕円形を呈し、直径4m深さ26cmを測る0床面の柱穴は4穴

確認された。炉は確認していない。埋賓は2基検出された0埋賓1は住居の北側寄りに直径75cm深さ10

cmのピット内に口緑部のみの深鉢形土器を倒位の状態で埋設されていた0埋賓2は住居の西側寄りに位

置し、直径41cm深さ13cmのピット内に底部を欠いた曽利I式に比定される深鉢形土器が倒位の状態で

埋設されていた。埋賓が倒位の状態で埋設されていたのは本住居跡のみであるo

SB－21（第33図　図版10－1）

sB－21はH－10グリットの標高50．5mの範囲に占地する。北西にはSB－20が隣接する遺構検出面は

第VII層で確認され、覆土には暗褐色粘質土が堆積していた0南側に谷地形が入り込んでおり、住居跡の

南側は削平を受け判然としないが、平面形は楕円形を呈し、直径5・8m深さ18cmを測る0床面は平坦で柱

穴は1穴確認した。

SB－21炉跡（第33図　図版10－2）

炉跡は住居のやや西寄りで検出され、形態は石囲炉である0掘り方の平面形は楕円形を呈し、径90cm

深さ24cmを測る。断面は摺鉢状を呈する。炉石は7個の細長い石から構成され、方形に組まれる0炉の

覆土には焼土や炭化物、骨粉は検出されない。炉石にも被熱を受けた痕跡は認められない0
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1．暗褐色粘質土
2．極暗褐色土

第30図　SB－17
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第31図　SB－18・19
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1．暗褐色粘質土
2．極暗褐色粘質　炭化物少量
3．褐色粘質土
4．褐色土
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第32図　SB－18炉

SB－22（第34図　図版11－1）

F－5グリットの標高51．3mの範囲に占地する。北東にはSB－23・SB－24が隣接している。検出面は

第Ⅶ層で確認された。床面までの深さは11cmを測り、炉址は撹乱により、削り取られている。平面形は

幅5．6m長さ5．1mの張り出しを持つ不整円形な楕円形を呈する。主軸方位はN－510－Eを示す。床面の

柱穴は10穴確認され、径14～40cm深さ5～10cmを測る。これらのうち主柱穴はSPl～SP9の9穴と考

えられる。埋聾1はSP5の東側で検出され、上部には長さ34cm幅19cm高さ19cmの蓋石が設置されてい

た。また、西隣には南北35cm東西25cmの板石が敷かれていた。南西側には小張り出し部が検出されたこ

とから、これらは出入り口施設だと思われる。

SB－22炉跡（第34図　図版11－3）

炉址は住居跡の中央よりやや北西寄りに位置し、形態は石囲炉である。長さ60cmの細長い安山岩で構

築され、撹乱により東側の炉石は抜かれていた。おそらく長方形を呈すると思われる。掘り方は楕円形

を呈し、長径110cm短径77cm深さ40cmを測る。覆土は6層に分けられ、3・4・5・6層が焼土層で炭

イ物と焼土が厚く堆積している。覆土からの遺物は出土していない。

遺物は住居跡の柱穴よりも外側で出土している傾向があり、入り口施設付近が多く出土しているo

SB－23（第35図）

G－5グリットの標高51．4mの範囲に占地している。SB－23はSB－24と重複しており北側は調査区

外のため、正確な規模は不明であるが、不整形な長楕円形を呈し、残存部分の長径は5・7m短径4・2mを測

る。柱穴は8穴確認され、径16～50cm深さ10cmを測る。これらのうち主柱穴はSPl～5の5穴と思わ

れる。柱穴間の距離はSP1－SP2・SP4－SP5の間隔が2・1m、SP2－SP3・SP3－SP4の間隔は1・

4m～1．5mを測る。埋聾はP4の東側で検出された。また幅22cm高さ33cmの立石が据えられていた0器

形は嘩部を欠いた深鉢形土器であり、直径35cm、床面からの深さ28cmのピット内に正位の状態で埋設さ

れている。口緑部の直径25cm器高25cmで、口緑部の一部は欠損していたがほぼ完形である。遺物の大半

は覆土からであり、床面からは石囲炉付近で多く出土している。

SB－23炉跡（第35図）

炉址は、中央よりやや北寄りで検出されている。掘り方は不整形な楕円形を呈し、長径75cm短径56cm
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深さ27cmを測る。南北の炉石は抜かれているが長方形状を呈している石囲炉であると思われる。南側の

石は石皿を転用しており、磨り面を外側に向けて設置している。

SB－24（第35図）

SB－24はSB－23と重複している。北側は調査区外へ延びているため、形態や規模については不明であ

るが、検出面から床面まで10cmを測る。主軸方位N－760－Eを示す。ピットは1穴確認した。壁溝は確

認していない。炉址は中央より西側に位置し、形態は地床炉である。平面形は不整形な楕円形を呈し、

長径6．3m短径4．0m深さ5cmを呈する。覆土には、焼土が堆積していた。埋賓は1個体検出された。正

位の状態で埋設されており、口緑部から胴部下部まで出土した。口径は43cm深さ40cmを測る。

SB－25（第36図　図版12－1）

本住居跡はI－9グリットの標高51mの範囲に占地する。柄鏡形敷石住居跡は本遺跡内において1基

検出した。西側には環状列石が立地し、周辺は配石遺構が取り巻く。遺構検出面は、第VI層で確認した。

本住居跡の平面形は、東側に張り出し部を持つ柄鏡形を呈する。主軸方位はN－1100－Eを指す。主体部

は3．2mX3．24mのほぼ楕円形で主軸長は5．7m、張り出し部の平面形は長方形を呈し、長さ2．5m幅0．9m

を測る。検出面から床面までの深さは16cmを測り、覆土は暗褐色土が堆積していた。主体部の炉の周辺

からは敷石は施されておらず、径3～5cmの小礫がちりばめられていた。敷石は主体部の北側縁石の内

側に2点確認された。その周辺には、敷石の抜き取られた痕跡はみられなかった。主体部の縁石には石

皿が含まれ、立てるように置かれていた。張り出し部の縁石には石皿、凹石、磨石が含まれる。主体部

と張り出し部の接続部分の床面からは石錘が出土し、主体部の覆土からも石錘の未製品が20点出土して

いる。柱穴は住居跡内部からは検出されなかったが、主体部周辺からピットが5穴確認された。

SB－25炉跡（第38図　図版12－5）

炉跡は主体部中央に位置し、作り替えを行なっている。ともに形態は石囲炉である。旧石囲炉の掘り

方の平面形は長方形状を呈し、長径87．cm短径77cm深さ46cmを測る。炉石は長さ42～65cmの扁平な石

が2個残存していた。炉の内部の第3層からは焼土粒子が少量含まれていた。炉石の内側には被熱を受

けた痕跡は確認されなかった。新石囲炉の掘り方平面形は楕円形を呈し、長径75cm短径74cm深さ30cm

を測る。炉石は長さ32～42cmの扁平な石が3個残存していた。旧炉石と比べると比較的規模は小さい。

覆土からは焼土は検出されなかった。

SB－26（第39図）

0－7グリット西半部分の標高50．6mの範囲に占地する。北側にはピット1基、土坑2基、東側には土

坑を伴う配石遺構、南西方向には住居跡を取り巻くように集礫群が巡っている。平面形はほぼ楕円形を

ゴし、南北2．5m、東西2．69mを測る。検出面から床面までの深さは25cmを測り、覆土は礫を多量に含む

暗褐色砂礫土である。炉は中央より東寄りに位置する。長さ30cm程の被熟を受けた扁平な石が検出され

ており、おそらく炉石であろう。規模は長径74cm短径62cm深さ14cmを測り、掘り方のみ残存していた。

主柱穴は4本確認した。柱穴間の距離はC－C′で1．45m、B－B，で1．26mを測る。壁溝は確認していな

い。

SB－27・28（第40図　図版13－1）

SB－27は0－6グリ‾ット北半部分の嘩高50．5mの範囲に占地する。検出面から床面まで10cmを測る。

住居跡の東側と西側には直線状に延びる配石が検出されている。規模は南北4．1m東西3．72mを測り、平

面形は楕円形を呈する。石囲炉は中央部よりやや北寄りに設置される。形態は方形の石囲炉である。炉

址の内径は30．25cm、床面からの深さは15cmを測る。長さ35cmの細長い溶岩を炉穴の緑に沿って配置さ

れる。覆土は2層に分層される。第2層には縄文土器片が敷き詰められる。壁溝は北側の壁際において

一部検出された。幅20cm深さ5cmを測る。北東側には長楕円形を呈する土坑が確認された。主柱穴は2

－45－
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本確認した。

SB－29（第41図）

M－3グリッ下北半部分の標高50．9mの範囲に占地する。検出状況は礫が円形状に集積し、土器や石器

の出土量が他の集礫群より多いことから住居跡として掘削した0覆土は褐色砂礫土で、土器、石器、炭

化物を多く含む。検出面から床面まで22cmを測る。平面形は楕円形を呈し、長径3・9m短径3・6mを測る0

表3　縄文住居一覧表

遺構番号 規模 平面プラン 炉形態 炉　 位置 柱穴数 埋肇 埋襲位置 状態 石蓋 欠損 時　 期 備　 考

SB－1 6．6×5．9 不整楕円 石囲炉 中央 6 1 北 正位 無 口緑部 曽利III

SB －2 5．6 不整楕円 石囲炉 中央 0 無 無 無 無 無 曽利III

SB －3 6．0×5．4 不整楕円 石園炉 中央北西寄り 2 無 無 無 無 無 曽利III

SB －4 　 5．6 不整長楕円 無 無 1 無 無 無 無 無 曽利III

SB －5 4．5×3．0 長楕円 無 無 1 無 無 無 無 無 曽利IV

SB －6 3．5 楕円 石国炉 中央 2 無 無 無 無 無 曽利 I

SB 車7 5×4．5 楕円 石囲炉破壊 中央南西寄り 1 無 無 無 無 無 曽利III

SB －8 6×5．5 楕円 無 無 3 1 南東 正位 無 口緑部 曽利III

SB －9 8×7．2 楕円 石囲炉 中央北寄り 3 1 東 正位 無 完形 曽利II

S B－10 5．9 楕円 無 無 0 1 南 正位 有？ 胴下部 曽利IV

S B－11 6．6 楕円 石囲炉作り替え 中央やや北寄り 0 2 南東 正位 有？ 胴下部 曽利IV

S B－12 8．5×6．8 不整楕円 石囲炉 中央北寄り 6 2 南東 正位 無 胴下部 曽利II

S B－13 6．1 楕円 石囲炉 中央西寄り 1 1 南東 正位 無 完形 曽利III

S B－14 7×6．3 楕円 無 無 2 2 南東・南 正位 無 完形 曽利III

S B－15 6．5 楕円 石囲炉 中央 3 無 無 無 無 無 曽利II

S B－16 5．6 楕円 無 無 4 無 無 無 無 無 曽利II

S B－17 6．7×5．6 長楕円 石囲炉 中央南西寄り 4 無 無 無 無 無 曽利Ⅴ

SB－18 5．9 楕円 石囲埋襲炉 中央北西寄り 1 無 無 無 無 無 曽利I

S B－19 5．3 楕円 地床炉 中央 1 無 無 無 無 無 曽利II

S B－20 4．0 楕円 無 無 4 2 北 ・東 逆位 無 口縁部 曽利I

S B細21 5．8 楕円 石囲炉 中央 1 無 無 無 無 無 曽利II

S B－22 5．6×5．1 不整楕円 石囲炉 中央北西寄り 10 2 南東・東 正位 有 完形 曽利IV

S B－23 5．7×4．2 不整長楕円 石囲炉 中央北寄り 7 1 南東 正位 有 完形 曽利IV～曽利Ⅴ

SB－24 6．3×4．0 不整楕円 地床炉？ 中央西寄り 1 1 南東 正位 無 完形 曽利III～曽利IV

S B－25 5．7×3．2×0．9 柄鏡 石囲炉作り替え 中央 5 無 無 無 無 無 堀之内1

S B－26 2．5×2．6 楕円 石囲炉破壊 中央東寄り 7 無 無 無 無 無 堀之内2

S B－27 4．1×3．72 楕円 石囲癖 中央北寄り 12 無 無 無 無 無 堀之内2

S B－28 楕円 無 無 0 無 無 無 無 無 堀之内2

S B－29 3．6×3．6 楕円 地床炉？ 中央 0 無 無 無 無 無 堀之内2

表4　屋外埋嚢一覧表

遺構番号 出土位置 配石の有無 器形 埋設状態 欠損する部位 時期 備考

1 L －13 3号配石 深鉢 正位 口緑部

2 M －13 4号配石 深鉢 正位 口縁部

3 L －12 無 深鉢 正位 ‘口緑部 不明 埋設土器群

4 L －12 無 深鉢 正位 ‘ 口緑部 曽利Ⅴ 埋設土器群

5 L －12 無 深鉢 正位 口緑部 曽利Ⅴ 埋設土器群

6 L －12 無 深鉢 正位 口緑部 曽利IV 埋設土器群

7 L －12 無 深鉢 正位 胴部下半 加曽利E 4 埋設土器群

8 G －8 無 深鉢 逆位 胴部下半 曽利II

9 N －15 無 深鉢 正位 口緑と胴部下半 称名寺

10 M －15 無 浅鉢 正位 底部 曽利Ⅴ

11 0 －6 38号配石 深鉢 逆位 胴部以下 堀之内2

12 N －4 無 深鉢 正位 口緑部 堀之内1～2
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配石遺構

縄文時代の配石遺構の概要

当遺跡の配石遺構は小環状、敷石状、積石状、列状を呈する小規模な配石遺構と、それらが一つの単

位から構成されて、環状列石、弧状列石、方形状、直線状を呈する配石遺構が検出されている。石材は

大半が岩測安山岩で、まれに富士川の河原石や溶岩礫がみられる。

縄文時代中期後半の配石遺構の概要

縄文時代中期後半の配石遺構は16基検出された。C地区段丘低位面の東側と西側に立地し、中央部に

は住居域が占地する。住居域は標高の高い地点に立地し、その西側、東側がそれぞれ低くなる地形の変

換点で明確に棲み分けがされている。

C－1．区東側の配石群は屋外埋設土器群と小配石群から構成される。屋外埋設土器群は曽利IV式～Ⅴ

式に比定される土器群が密集して分布する。小配石群は小環状、立石と平石からなる配石、長さ1m～2

mを測る直線状、弧状を呈する配石が確認された。また、その直線状列石と弧状列石が組み合わさった方

形を呈する配石遺構も検出された。石材は大半が岩渕安山岩であるが、配石内には石皿、蜂ノ巣石が多

く含まれる。

C－1区西側は集礫群と土坑を伴う配石群から構成される。集礫群は北側に分布し、石棒を伴う集石

土坑も確認している。その南側には土坑を伴う配石が立地する。土坑は不整形な楕円形、長楕円形を呈

し、炉形の配石の周辺に分布する。土坑出土の遺物から曽利IV式から曽利Ⅴ式の時期に比定される。

縄文時代後期前半の配石遺構の概要

後期前半の配石遺構は、C地区段丘低位面とB地区北側調査区で31基確認した。C地区は全面に配石

遺構が広がる。東側調査区は長さ7m、3mを測る2基の弧状配石が重なるように配置され、対面にはや

や散漫に崩れた配石遺構が立地する。その配石遺構と弧状列石の間の下層から縄文中期後半の小配石群

や屋外埋設土器群が検出された。

C－1区中央部は標石状の配石遺構や長方形を呈する配石、大型礫、敷石状を呈する配石が立地する。

その下層は縄文時代中期後半の住居跡が分布する。

西側は、立石や弧を措く小配石等から構成される径8m前後の環状配石が配置される。環状列石を取り

巻くように周辺には、敷石状の配石や積石状の配石が立地する。これらの遺構には土坑を伴わない。ま

た屋外埋設土器は検出されていない。環状列石の下面には縄文時代中期後半の集石遺構が検出された。

B－2区の配石遺構は大きく2カ所に分けられる。住居域と明確な棲み分けはなく、東側は住居跡の

周辺に列状を呈する配石遺構や敷石遺構、西側は横石状を呈する配石が分布する。屋外の埋設土器は2

基確認した。下層からは性格不明の落ち込み、集礫群を確認した。落ち込み内には多量の土器や石が廃

棄された状態で検出された。そのすぐ北側には集礫群が立地し、当初落ち込みを重複した住居跡と考え、

集礫群をその住居掘削に伴って排出された礫を周辺に廃棄したためとも考えられたが、地山の段丘礫と

した。この集礫群からは遺物は出土していない。

B－2区西側の配石遺構の上面には第Ⅴ層の黄褐色砂礫土が厚く堆積しており、急激な洪水があった

こと示している。そのため、配石遺構は散漫で崩落した状況であり、配石遺構を明確にとらえることが

困難であった。

1号配石（第42図　図版15－1）

N－15グリット西半部分の標高50．2mの範囲に占地する。本調査区の最東端に位置し、周辺はゴミ穴に

よる撹乱が著しい。規模は南北4．7m東西5．5m～6mを測り、直線状に延びる配石である。この配石は1．

1mの間隔をおいて2基の小配石群から構成される。南側の配石は長さ30～40cmの礫を中心に構成され

る。配石内には研磨された石が含まれていた。規模は、南北1．4m東西0．4mを測る。遺物は土器が小量出
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▽　　①

1号屋外埋褒

2m

第43図　3号配石1号屋外埋奮

土した。北側の配石は長さ30～40cmの礫と拳大の礫から構成される。規模は南北1．9m東西0．6mを測り、

長方形を呈する。細長い礫と礫の間隔には、土器片が出土した。

2号配石（第42図　図版16－1・2・4）

L－14グリット南半部分の標高50．9mの範囲に占地する。方形状の配石は長さ1．8mから1．5mの直線

状に延びる配石から構成される。明確に直線状を呈する配石は東西方向の配石のみであり、東西間の距

離は1．9mを測る。方形内には東西の配石に直交するように、長さ80cmの小配石が配置される。また方形

配石の北西隅から3号配石に向かって弧を措きながら配石が配置される。配石内には石棒、石皿が含ま

れる。
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3号配石（第43図　図版16－1・3・5）

L－13グリットの東半部分に位置する。3号配石は弧の内側を東に向ける配石で2単位の小配石から

構成される。北側の配石は直線状に延びる配石で、主軸長1．8mを測る。30～50cmの細長い礫と拳大程の

礫から構成され、配石内には石皿が含まれる。南側の配石は弧状を描く配石で、長さ4．5m幅0．3m～0．5

mの帯状を呈する。南側には1号屋外埋賓が設置される。北側の配石と比べると石の大きさは小振りで散

漫である。配石内には石皿、蜂ノ巣石が含まれる。

4・5号配石（第44図）

M－13グリットの中央部分の標高50．1mの範囲に占地する。4・5号配石は、弧の内側を西に向ける配

石で、2単位の小配石群から構成される。北側には2号屋外埋寮が設置されている。北側の配石は40～50

cmの細長い石を中心に構成され、配石内には石皿が含まれる。南側の配石は20～30cmの石から構成さ

れ、北側の小配石に比べて使用されている石の大きさがやや小振りで散漫である。配石内には石皿が含

まれる。

6号配石（第44図）

6号配石はL－13グリット北半部分に位置し、10号配石より南へ2mの所に立地する。U字状に石を巡

らせている。配石内には長さ30～40cmの礫を中心に研磨された石や磨石が含まれる。この配石に伴う土

坑は検出されていない。

7号配石（第45図　図版15－2）

L－13グリッ下北半部分に位置する。10～20cm程の礫を環状に巡らせ楕円形を呈する。配石内には磨
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7号屋外埋奮

20cm

8号屋外理嚢

10号屋外埋蛮

第47図　屋外埋嚢平面図（3～10）

梨石斧が含まれていた。規模は長軸65cm短軸55cmを測る。

8号配石（第45図　図版15－3）

7号配石の西側に隣接する。板状の敷石の両端に20～40cmに立石が設置される0この配石に伴う土坑

は確認していない。

9号配石（第45図　図版15－4）

9号配石は7号配石の南側に隣接する。長さ40cmの細長い礫を中心に構成される0配石内には研磨さ

れた石が含まれている。

屋外埋嚢

3号屋外埋聾（第46図　図版17－11）

直径67。m深さ35cmの円形のピット内に口緑部のみの深鉢形土器が埋設されていた0

4号屋外埋聾（第46図　図版17－1・2）

直径69cm短径32cm深さ29cmの不整形などット内に口縁部を欠いた曽利V式に比定される深鉢形土

器が埋設されていた。

5号屋外埋聾（第46図　図版17－2）

直径51cm深さ34cmの楕円形のピット内に口緑部を欠いた曽利Ⅴ式に比定される深鉢形土器が埋設さ

れていた。

6号屋外埋嚢（第46図　図版17－4）

長径69cm短径62cm深さ50cmの楕円形を呈するピット内に口緑部を欠いた曽利III～IV式に比定され

る深鉢形土器が正位の状態で埋設されていた。

7号屋外埋嚢（第46図　図版17－3）

長径98cm短径90cm深さ50cmの楕円形を呈するピット内に底部を欠く加曽利E4式に比定される深

鉢形土器が正位の状態で埋設されていた。

8号屋外埋聾（第46図）

G－9グリット北半部に位置する。長径47cm短径42・5cm深さ16cmの楕円形を呈するピット内に底部

を欠く曽利II式に比定される深鉢形土器が逆位の状態で埋設されていた0

9号屋外埋嚢（第46図）

M－4グリット東半部に位置する。長径45．5cm短径36・5cm深さ15cmを測り、楕円を呈するピット内

に口緑部・底部を欠く称名寺式に比定される土器が正位の状態で埋設されていた0
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10号屋外埋嚢（第46図）

N－15グリット中央部分に位置する。長径57．5cm短径54cm深さ16・5cmを測り、楕円を呈するピット

内に曽利Ⅴ式に比定される浅鉢形土器が正位の状態で埋設されていた0

10号配石（第45図　図版15－5）

9号配石より南側に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径73cm短径55cmを測る0石を積みかさねる

ように環状に巡らせている。その環状内には石は含まれず、土坑は検出されなかった0配石内には石皿、

蜂巣石、凹石が含まれていた。

11号配石（第48図　図版18－2）

G－7グリットの標高50．9mの範囲に占地する。11号配石は長さ1・8mを測り、長径50～70cmの細長い

石を中心に構成される。下部には不整形な土坑が検出された0土坑が2基切り合っている可能性はある

が切り合い関係を明確にし得なかった。長径2・25m短径1・8m深さ43cmを測る0

12号配石（第48図　図版18－2）

12号配石の規模は長さ1．8mを測り、55～70cmの細長い石を中心に構成される0下部には配石をとり囲

むように長楕円形の土坑が検出された。長径1．87m径0．73m深さ43cmを測る0

13号配石（第48図　図版18－2）

13号配石は石囲炉状を呈しており、当初住居跡として掘込みや柱穴等の検出に努めたが確認されず、

炉形の配石とした。6個の人頭大の礫と長さ40cmの細長い石を使って構築している0石に被熱を受けた

痕跡はなく、内にも焼土はみられなかった。

14号配石（第48図　図版18－2）

14号配石は15号配石の西側に位置する。長さ30～40cmの細長い扁平な石を用い、やや敷石状を呈する

配石内には石皿が含まれる。下部には土坑が検出され、長径1・4m短径0・61mの長楕円を呈する0深さは

10cmを測る。

15号配石（第48図　図版18－2）

15号配石は13号配石の南側に位置する。径10～30cmの礫から構成され、配石内には石皿を含む0下部

には長径1．15m短径1．08mを測り、楕円形を呈する。深さは30cmを測る0

16号配石（第50図　図版18－3）

16号配石はH－7グリットの西半部分に位置する0長さ30～50cmの扁平な石を敷石状に配している0

この配石には土坑が伴い、長方形状の平面プランを有する0規模は、長径1・70m短径1・05m深さ15cmを

測る。

集礫群1（第49図）

16号配石の西側部分を巡り、長さ30～50cmの礫から構成される0下部から土坑等の掘り込みは確認し

ていないが、複数の単位から構成されると思われる。遺物は出土していない0

集礫群2（第50図）

集礫群2はI－7グリットからI－8グリットにかけて立地する0東側は長径2m短径1・1m楕円形を

呈する。大きく2単位から構成される。西側の集石は長径2・4m、短径1・2mを測る0共に下部に土坑を伴

わない。遺物は、石錘が1点、完形土器が1点出土している。

1号集石土坑（第50図）

集石土坑はH－8グリット西半部分の標高50・8mの範囲に占地する0検出面は第Ⅵ僧である0上部には

後期の33号配石（環状列石）が立地している0規模は南北2・05m東西3mを測り、楕円形を呈する0拳大

の礫が密集しており、下部には楕円を呈する土坑を確認した0規模は長径1m短径0・90m深さ20cmを測

り、覆土内においても礫が詰められている。
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第49図16号配石　集礫群1

2号集石土坑（第50図　図版18－5）

H－6グリット東半部分に位置する。長径1．39m短径1．30mの楕円形を呈する。覆土上部には礫が多く

密集しており、底部に下がるにつれて礫の密度は低くなる。深さ34cmを測り、遺物は石棒、土器片が出

土している。

17号配石（第51・52図　図版19－1・2）

17号配石はL－13グリット北半部分の標高50mに占地する。周辺には石棒を伴う小配石や磨り面を裏

側に向けた石皿が含まれる小配石群が確認されている。規模は南北6．2m東西2．1mを測る。配石を構成す

る石は、長径40～50cmの岩渕安山岩の周りに人頭大の礫が多く見られ石皿、蜂の巣石、台石、磨石等の

石器が配置されている。配石内には土器が少量出土した。この配石遺構に伴う土坑は確認していない。
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第50図1・2号集石土坑集礫群2
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18号配石（第51・53図　図版19－1・3）

弧状列石はL－12グリットの標高50．4mの範囲に占地する。周辺には東側に直線状に延びる配石、西側

には17号配石が位置する。全長7m、幅0．70mの弧状列石と全長5m、幅0．2m～0．5mの弧状列石が重な

り合うように配置されていた。検出面はVI層である。

全長7mの配石は弧の中央部に立石が設置され、帯の分断箇所が認められ、2単位から構成される。北

側の配石には長さ60cmの細長い石を縁石のように並べて列石状としている。南側の配石には磨り面を裏

側にした石皿が含まれる。

全長5mの弧状列石は、7mの弧状列石と比較すると使用されている石材は小振りであるが長さ40cm

程の河原石を縁石のように並べている。東側の17号配石は散漫で崩れた状態であるが、立石をもち細長

い石が使用されている点から弧状列石に伴う配石と考えられ、本来は環状を呈する配石であった可能性

がある。当遺構に伴う土坑等の遺構は確認されなかった。遺物は配石中より石皿、蜂の巣石が出土し縄

文土器は比較的少ない。出土遺物から判断して堀ノ内式の配石遺構である。
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A′　　　　　　22号配石

第55図　22号配石

19号配石（第54図　図版21－1）

19号配石はK－12グリットの北半部分の標高51．6mの範囲に占地している。検出面は第VI層上面で確

認された。規模は南北1．7m東西0．5mを測る。長さ30～40cmの細長い岩渕安山岩が多く、2段に積み重

ねられている。西側の2号配石と同規模な石材が用いられていることが観察される。遺物は配石中より

打製石斧が出土している。この配石に伴う土坑は検出されていない。

，20号配石（第54図　図版22－1・2）

20号配石はK－11グリット東半部分の標高51．6mの範囲に占地する。東側に19号配石、北西部分には21

号配石が立地する。検出面は第VI層上面で確認された。規模は南北2．5m東西1mを測る。長さ30～50cm

の扁平な岩渕安山岩と拳大の礫から構成される。土坑は配石を除去した後、平面精査をかけることで検

出された。平面形は不整形な長方形を呈する。規模は南北2．78m東西1．3m深さ43cmを測る。覆土は1層

で黒褐色土である。土坑内より磨製石斧と縄文土器の小片が出土している。

21号配石（第54図　図版21－1・2・3・4）

21号配石はK－11グリット北半部分の標高51．6mの範囲に占地する。検出面は、第VI層上面で確認され

た。平面形は柄鏡状を呈している。柄の部分長さは1．5m幅0．7mを測り、敷石状を呈する。面をそろえた

石には磨耗面が数ヶ所観察された。長さ70cm幅15～30cmの細長い石を五角形に組み、柄の部分との接続

部には大型の石皿が設置されていた。五角形部分の細長い石には磨耗面が観察された。当配石の西側部

分には敷石状に面をそろえ石棒が1点出土した。五角形部分の内部には土器片数点、蜂の巣石が1点出

土した。炭化物、焼土、骨粉は検出されていない。柄の先端部には埋設土器として確認されないが、土

器がまとまって検出された。

22号配石（第55図23－1・2）

J－10グリットに位置する。長径1m短径0．88mを測り、三角形状の大型の礫である。礫の中央部分は

くぼみ、磨耗面がみられる。この大型礫を取り外して下部を精査したところ、長径1．62m短径0．78m深さ

0．5mを測る長楕円形を呈する土坑を確認した。また、内部には10～20cmの礫が敷石状に充填されてい

た。遺物は出土していない。

23号配石（第58図　図版23－3）

23号配石はH－10グリッ下北半部分からI－10グリットの南半部分にかけて並列する配石である。直
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第57図　23号配石

線状に延びる配石が2列にわたって並列する配石であり、長方形状を呈する。26号配石は当配石から北

へ3mの延長状に位置する。配石中からは凹石が1点出土した。

24号配石（第56図　図版23－4）

24号配石はI－11グリットの標高51．2mの範囲に占地する。検出面は第VI層で確認された。規模は東西

85cm南北45cmを測り、長方形状を呈する。配石を構成する石は30cm前後の石を3個ずつ並べている。

その内2個の石は石皿の磨り面を裏側にして重ね合わせるように配置している。周辺からは蜂ノ巣石、

石棒、打製石斧、土器が出土している。この配石に伴う土坑等は確認していない。

25号配石（第56図　図版23－5）

25号配石はI－12グリットの標高51．3mの範囲に占地する。検出面は第VI層である。南北2．4m東西2．5

mを測る。10～20cmの礫が密集してほぼ直線状を呈する。配石中より土器片、打製石斧が出土している。
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26号配石（第56図　図版23－6）

26号配石はI－10グリット、標高51．2mの範囲に占地する。検出面は第VI層である。南北1．2m東西0・

5mを測る。長さ10～30cmの礫が密集して構成される。配石中には磨石が出土した。

27号配石（第59図　図版24－1）

27号配石はI－7グリット西半部分の標高50．9mの範囲に占地する。検出面は、第VI層である。2基の

小配石から構成され北側の配石の規模は南北1．4m東西1．2mを測る。長さ30～40cmの礫から構成され

る。南側の配石は南北1．48m東西0．6mを測る。配石は40～50cmの礫から構成される。小配石に伴う土坑

は確認していない。遺物は縄文土器片と蜂の巣石が出土した。

28号配石（第59図　図版24－2）

28号配石はI－8グリットの西半部分の標高50．9mの範囲に占地する。痩せ尾根状の丘陵縁辺部に位

置し、西側7mの所に27号配石が設置されている。19個の石がほぼ直線状に4mの長さにわたり配置され

＼、　里

B

＼

＼

第58図　27・28号配石
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第60図　33号配石周辺図

ている。この配石中から石錘1点出土している。

29号配石（第59図）

29号配石はI－8グリット東半部分の標高51．2mの範囲に占地する。西側には31号配石が配置する。規

模は長軸1．8m短軸1mを測る。長さ30～40cmの礫を用いている。遺物は磨石が1点出土した。

30号配石（第59図　図版24－3）

30号配石はI－8グリットの北半部分の標高51．3mの範囲に占地する。検出面は第VI層上面である。規

模は南北2．3m東西0．60～0．90mを測り、2単位の小配石から構成される。小配石内には立石と扁平な石

がそれぞれセットとして含まるれようである。土坑等の掘り込みは確認されていない。遺物は縄文土器

片が少量含まれる。

31号配石（第59図　図版24－4）

31号配石はI－8グリットの中央部分の標高51．2mの範囲に占地する。検出面は第VI層である。環状列

石との直線距離は北へ5mを測る。規模は南北2．05m東西2mを測る。配石の東西南側の外周には長さ

30～50cmの礫を置き、その中に長さ20～30cmの扁平な礫を敷石状に充填している。配石の周辺から磨製

石斧、凹石、縄文土器片が出土した。
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32号配石（第59図）

32号配石はH－7グリットの北半部分の標高51．4mの範囲に占地する。北側は調査区外のため平面形

や正確な規模は不明である。検出面は第VI層で検出された。平面形は楕円形を呈し、南北残存長2．2m東

西2．05mの規模を有する。配石の外周には長さ50～70cm程の石を配置し、その間に10～20cmの礫が多く

充填されている。配石中に被熟を受けた石が1点みられた。

33号配石（第60・61・62図　図版25・26）

環状列石はH－8グリットの標高51mの範囲に占地する。周辺には南東3mの所に柄鏡形敷石住居跡、

南側には直線状に延びる配石が2基検出され、北西側には集礫群、北側には配石群が環状列石を取り囲

むように配置されている。規模は直径6．3m～6．9mを有し、南北に延びる楕円形を呈する。北東から南西

方向にかけて3基の弧状列石、1基の小配石を単位として半円状の配石を構成している。弧状列石の規

模は長さ1．6m幅0．2～0．3mを測り、小配石は長径1m短径60cmを測る。北側はやや散漫に崩れた状態で

横に拡散している。さらにその北側には環状列石と重なるように長さ2．5mの弧状列石が巡っている。環

状列石の内側には拳大から人頭大の礫が環状に巡り、直径は3．9mを測る。

配石を構成する石は岩渕安山岩が多く、石皿、磨石等の石器も一緒に配置されている。また細長い石

は河原石が使用される。環状列石の内側の覆土から南東側には土器、北東側には石器が比較的多く出土

第63図　B－2地区全体図
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している。

下部遺構の有無を確認するために配石の石を除去した後に幅50cmのトレンチを2本直交させて設定

した。この結果、環状列石に伴う土坑等の遺構は確認されなかった。

出土遺物から判断して当遺構は縄文時代堀ノ内式期の配石遺構である。

34号配石（第64図）

長さ20cmの礫を中心に直線状に延びる配石である。下部に土坑を確認していない。

35号配石（第64図　図版28－1）

35号配石はP－7グリットの標高51．5mの痩せ尾根状の北側縁辺部に立地する。西側は37号配石が立

地する。石が密集する箇所が2箇所認められることから、2基の配石とした。長さ30～40cmの礫から構

成される不整形な配石である。遣物は配石中より堀ノ内1式に比定される土器を中心に出土している。

石器は配石中には含まれない。下部には土坑は確認されなかった。石材はすべて岩渕安山岩である。
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第65図　38・39号配石
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第67図　B－2地区縄文時代全体図－2

36号配石（第64図　図版28－2）

長さ75cmの細長い石と拳大の礫から構成される不整形な配石である。35号配石と比べると石の規模は

比較的大きく、まとまりがある。また配石中からの遺物も少ない。下部に土坑等は確認していない。石

材はすべて岩渕安山岩である。

37号配石（第64図　図版28－3・29－3）

37号配石はP－6グリットの標高50．6mの範囲の痩せ尾根状の縁辺部に立地する。長さ50cmの礫が6

個から構成される。石の面をそろえて長さ3mにわたって配置されている。配石中に石器は含まれない

が、堀ノ内1式に比定される深鉢が出土している。

38号配石（第65図）

0－6グリット西半部分の標高50．7mの範囲に占地する。北側にはSB－27・28が立地する。30個余り

の石が直線状に7mにわたって配置されている。石の長辺を配石の長軸にあわせて並べられ、配石の中央

部分は石が密集する。その中央部分の配石中より縄文土器が出土している。また北側には口緑部のみを

有する深鉢形土器が逆位に置かれていた。当初屋外埋賓と考えられたが、ピット状の掘り込みは確認さ
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れなかった。この配石に伴う土坑は確認していない。配石の石材はすべて岩渕安山岩である。

39号配石（第65図）

39号配石は0－6グリット南半部分の標高50．7mの範囲に占地する。北側には直線状に延びる38号配

石が隣接する。長さ30～40cmの扁平な石を密集させ、敷石状を呈し、形態は不整形である。規模は長軸

4m短軸2．5mを測る。石器は配石中に含まれない。配石の上面には堀ノ内1式に比定される土器が出土

した。39号配石に伴う土坑は確認されていないが、下層から同じように敷石状を呈する配石（42号配石）

が検出された。

40号配石（第66図　図版28－5）

40号配石は0－7グリットの北半部分の標高50．5mの範囲に占地する。西側にはSB－26が隣接する。

SB－26の南東部分をとりまくように配置されている。長さ30～40cmの礫と拳大の礫が密集する配石中

には石器、土器は含まれない。配石下には長楕円を呈する土坑が確認された。長径3．52m短径1．16m深さ

65cmを測る。断面形はU字状を呈し、覆土は5層に分層される。第1・2・3層までは礫を多く含み、

第4・5層は礫を含まない。遺物は第4・5層から出土している。

41号配石（第66図）

41号配石は35・36号配石の下層より検出された。長さ30～40cmの扁平な石を敷石状に配置している。

下部には楕円を呈する土坑が確認された。長径1．40m短径1．19m深さ33cmを測る。覆土には礫が充填さ

れていた

42号配石（第66図）

42号配石は39号配石の下層から検出された。長さ20～30cmの礫を敷石状に配置し、方形を呈する。長
●

径2m短径1．8mを測る。その下層から楕円形を呈する土坑が確認された。長径1．18m短径0・97m深さ20

cm測る。覆土は2層に分層される。遺物は出土していない。42号配石の北東部分に楕円形を呈するピット

が確認された。規模は、長径0．95m短径0．66m深さ37cmを測る。内部には堀ノ内1式に比定される完形

の深鉢形土器が横位に埋設されていた。

SX－01（第68図　図版27－2）

0－6グリット南半部分から0－7グリットの標高50．4mの範囲に占地する。検出面はⅥI層である。北

側には集礫群が広がる。平面形態は不整形な長楕円形で、規模は東西7m南北3m～3．5m深さ25cmを測

る。覆土は人頭大の礫から拳大の礫が密に含まれていた。また、縄文土器や石器が多く出土し、炭化物

や骨粉などが検出された。当初は配石遺構と考えられたが掘り込みを持つこと、人為的に石を配してい

ることから、住居跡が何軒か切り合っており、住居跡廃絶後にできた凹地に多量の礫や遺物を一括投棄

したと考えられる。

43号配石（第69図）

43号配石はM－4グリットに位置する。北側にはSB－29が隣接する。長さ30～40cmの石と拳大の石か

ら構成される。遺物は周辺から縄文土器片が少量出土した。この配石に伴う土坑は確認していない。

44号配石（第69図）

44号配石はM－4グリットに位置する。西側には43号配石が隣接する。周辺には拳大の礫が散在し、

ここでは、やや礫が大きく、密集することから配石遺構とした。遺物は縄文土器片が少量出土した。

45号配石（第69図）

45号配石はM－4グリットに位置する。西側には44号配石が隣接する。44号配石と同じく長さ30～40

cmの礫が密集し、標石状を呈することから配石遺構とした。遺物は縄文土器片が少量出土した。この配

石に伴う土坑は確認していない。
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46号配石（第69図）

46号配石はN－3グリットに位置する。礫が密集することから配石遺構とした。長径1・8m短径1・5mの

楕円形を呈する。この遺構に伴う土坑等の掘り込みは確認していない。

47号配石（第69図）

47号配石はN－3グリットに位置し、46号配石が隣接する。拳大の礫と人頭大の礫が密集することか

ら配石遺構とした。長径3m短径2．3mの長楕円形を呈する。この配石に伴う土坑は確認していない。遺

物は縄文土器片が少量出土した。

第2節　弥生・古墳時代の遺構
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第70図　弥生・古墳時代全体図
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1．黒褐色粘質土
2．黒褐色土
3．黒褐色土
4．黒褐色土
5．にぷい黄褐色土
6．黒色土
7．黒褐色土

第71図　弥生・古墳SB－1（C地区）

弥生～古墳時代の遺構

弥生時代後期から古墳時代前期の遺構は竪穴住居跡3軒、ピット11基が検出された。住居跡は単独に

立地している。駿河山王遺跡でも弥生後期の竪穴住居跡が1軒検出されている。

住居跡

SB－1（第71図　図版30－1）

sB－1はI－12グリッ下北半部分からJ－12グリットにかけて標高51mの範囲に占地する。確認調査

のトレンチにより中央部は削平されている。検出面から床面まで浅く、18cmを測る。平面形は楕円形で

長径5．1m短径4．5mを測る。主軸方位はN－260－Wを示す。床面は平坦で荒掘り面に形成していた。主

柱穴は2本確認し、径28～38cm、深さ10～20cmを測る。周壁溝は確認していない。炉についてはトレン

チ掘削のため不明である。

SB－2（第73図　図版31－1・2・3）

SBr2はM，13グリットの標高50．2mの範囲に占地する。検出面から床面まで16cmを測る。遺構の残

存状況は比較的良好である。平面形は隅丸の方形を呈し、南北軸3．79m東西軸3．79mを測る。主軸方位は

N－60－Wを示す。床面は平坦で西壁から東壁にかけて緩やかに低く傾斜している。周壁溝は幅10cm深

さ9cmを測り、ほぼ全周する。主柱穴は3本確認された。

－83－



第72図　弥生・古墳SB－1（C地区）出土土器
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第74図　弥生・古墳SB－3（B地区）
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第75図　弥生・古墳SB－3床面状況図

SB－2炉跡（第73図　図版31－2）

炉は住居のやや北寄りに位置し、形態は地床炉である。長径5・5m短径5・3m深さ8cmを測り、楕円形

を呈する。遣物は床面からS字形口縁台付賓形土器が出土した。

SB－3（第74・75　図版30－2）

SB－3は、N－4グリットの標高52．2mの痩せ尾根状地形の頂部に占地する。B区では単独に検出さ

れた。平面形は隅丸の方形を呈し、長軸6．22m短軸5．9mを測る。検出面から床面までの深さは23cmを測

る。柱穴は15穴確認した。そのうちSPl～SP4が主柱穴であると考えられる。SP1－SP2、SP2－SP

3、SP3，SP4、SP4－SPlの柱穴間距離は3．3m、2．5m、2．9m、3．3mを測る。周壁溝は東壁の一部

を除いて全周する。幅30cm深さ8cmを測る。床面は貼床で、黒色土の貼床と黄色土の貼床に分けられるO

それぞれの貼床には硬化面がみられた。炉の周辺から東壁に向かって、長さ2・25m幅0・70～1・20mの部分

は黒色土の硬化面が認められる。周壁溝と床面の硬化面との関係から、東壁の周壁溝のまわっていない

部分が入り口に相当する施設と考えられる。

SB－3炉跡（第75図）

炉は住居のやや西寄りに位置する。上部は平安時代の集石土坑により削平をうけているため残存状況

は良好でないが、形態は地床炉である。平面形は楕円形を呈し、規模は長径1・13m短径0・88m深さ9cm

を測る。出土遺物は覆土より土師器の細片が出土した。
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表5　弥生・古墳時代住居一覧表

遺構番号 グリット 規模 平面プラン 床面積 （m 2） 主軸方位 主柱穴 炉　 位置 壁溝 備考

SB l I －12 －
楕円 － N －260－W 2 － －

SB 2 M －13 3．79×3．79 隅丸方形 10．33 N －60－W 3 北壁寄 り アリ

SB 3 N －4 6．22 ×5．9 隅丸方形 29．04 N ＿－1100－W 4 北西寄り アリ

表6　弥生・古墳時代土坑一覧表

番号 グリット 形状 大きさ （cm ） 深さ （cm ） 覆土 備考

1 M 14 円形 36 14 黒褐色土

2 M 13 円形 32 7 暗褐色土

3 M 13 円形 34 5 黒褐色土

4 M 13 円形 43 22 黒褐色土

5 M 13 楕円形 35 26 黒色土

6 M 13 円形 30 8 黒色土

7 M 13 円形 33 35 黒褐色土

8 M 13 楕円形 36 8 黒褐色土

9 M 13 円形 30 10 黒褐色土

10 M 13 円形 32 12 黒色土

11 M 13 円形 32 9 黒褐色土

第3節　平安時代の遺構

破魔射場遺跡（平安時代）B・C地区の概要

平安時代の遺跡はB地区、C地区、D地区（北久保遺跡）に分布しており、竪穴住居跡は30軒（B地

区26軒・C地区4軒）、集石土坑24基（B地区14基・C地区10基）、掘立柱建物1棟、平安時代を中心と

した時期に構築された土坑、ピットが検出された。本遺跡は、段丘低位面とC地区の南側に展開する谷

底平野の2つの立地に分けられる。段丘低位面には29軒の竪穴住居跡、集石土坑21基、掘立妊建物1棟、

土坑、ピットが、谷底平野では竪穴住居跡1軒、集石土坑3基、方形に巡る溝状遺構（D－1区下層）

が検出された。段丘低位面と谷底平野の比高差は1・4mを測り、谷底平野は吉津川を挟んでD－1区まで

広がる。

竪穴住居跡について

集落の中心は段丘低位面北側（B地区）に広がり、各住居跡の切り合いは少ない0これは占地の区別

や機能していた時間的な差に起因していると考えられる。

竪穴住居跡は、その規模から1辺3mと3．5m～4mの比較的大きい規模の2種類に分けられる0　3m

規模の竪穴住居跡は尾根状地形の縁辺部に沿って列状を呈する0また3・5m規模の竪穴住居跡は調査区南

西の標高52m付近でまとまって分布している。

ピット群は、竪穴住居跡と切り合いが少なく、主にB地区南西部と南東部に濃密な分布を示す0南西

部は標高51．8m～52．6mの範囲に、南東部分では50・8m～51mの範囲にわたって存在している0特に、南

西部は並列するピットがいくつか確認され、掘立柱建物や棟列等が想定されたが明確にし得なかった0

また、その中間部分には土坑やその他の遺構の密度が低い状況である。
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第77図　B－1地区平安時代全体図

－90－

20m



B－1SB－1（第78図　図版33－1・2）

SB－1はM－17グリット南半

部分の標高50．8m～51mの範囲に

占地する。北側にはSB－2が隣接

し、北東方向にはピット群が集中

的にみられ、住居跡の切り合いも

ほとんどない。遺構の残存状況は

良好で検出面から床面まで深く、

最大で39cmを測る。覆土は、レン

ズ状の自然堆積の状況を示してい

る。

本住居跡の規模は、東西3．21m、

南北3．52mで、隅丸の正方形を呈

する。床面積は7．8m2を測る。主軸

方位はN－200－Wを採り、竃は東

壁北寄りに構築される。壁はほぼ

垂直に立ち上がり、周壁溝は確認

されていない。床面は平坦で北壁

にかけてゆるやかに傾斜してい

る。竃や南東隅付近の床面は強く

踏み固められ、中央部では軟弱で

あった。主柱穴は4本で、西側の

2本は壁際で検出した。その径は

20～32cmで、深さは14～21cmを

測る。柱穴間の距離は、短辺で1．

23m、長辺で2．23mを測る。

竃の規模は、全長110cm幅85cm

を測る。煙道から天井部は崩落し

ているが、両袖が残存していた。

両袖部には袖石が組み込まれ、西

袖部は奥行63cm幅16cmで、袖石

には粘土が貼り付けられていた。

焚口は幅22cm奥行25cmを測る。

燃焼室火床は床面より5cm掘り込

まれ、奥行70cm幅53cmの楕円形

を呈する。煙道部は奥行31cmで、

急角度で立ち上がっている。

出土遺物状況

覆土から土師器や灰粕陶器が少

量出土している。全体的に遺物量

は少ない。床面からは竃付近で土

8
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師器椀、両壁付近から灰粕陶器の長頸

壷の底部が出土した。

SB－2　（第79図　図版34－1）

M－17グリット北半部分の標高50．8

m～51mの範囲に占地する。検出面か

ら床面が最大で36cmを測り残存状況

は良好である。周辺には土坑が散在し、

南側1mにはSB－1が立地している。

覆土はレンズ状の自然堆積が認められ

る。

SB－2の規模は南北3．1m東西3．05

mでやや長方形を呈する。床面積は10．

01m2を測る。主軸方位はN－600－Eを

示し、竃は東壁北寄りに構築されてい

る。壁は、ほぼ垂直に立ち上がり、周

壁溝は確認されていない。床面は平坦

で、西壁から東壁にかけて傾斜してい

る。主柱穴は4本確認した。その径は

15～25cm、深さは15～19cmを測る。柱

間の距離は短辺で1．81m、長辺で2．22

mを測る。

竃は天井から煙道部は崩落して残存

状況は悪いが、全長で110cm、幅85cm

を測り、両袖部が残存していた。北袖

部には袖石が組み込まれ、奥行68cm幅

24cm高さ6cmを測る。両袖部は奥行

79cm幅13cm高さ6cmを測る。燃焼室

火床は壁より内側に位置し、床面より

10cm掘り込まゆる。奥行70cm幅53cm

の楕円形を呈する。煙道は壁から乳頭

状にのび、奥行39cm幅25cmを測り、ゆ

るやかに立ち上がる。

出土遺物状況

覆土から土師器や灰粕陶器が出土し

ている。全体的に遺物量は少ない。床

面からは竃付近で土師器椀、北壁寄り

の床面からは土師器椀の刻書土器が出

土1した。
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SB－3（図版34－2）

SB－3はM－16グリット北半部分の標

高50．8m～51mの範囲に占地する。確認調

査時のトレンチにより削平され、全体の規

模は不明であるが、南北方向に2．16m、東西＼｛

方向に残存長1．16mを測る。検出面から床

面までの深さは北側で27cm、南側では15　B

cmを測る。竃、周壁溝、柱穴を持たないが、

覆土に焼土を多量に含み、掘り方をもつた

め住居跡と認定した。

遺物検出状況

覆土から土師器や灰粕陶器、砥石が出土
A

している。床面からは須恵器、土師器椀が　岳了前

出土している。

SB－4（第80図　図版35－1）

SB－4はM－15グリット東半部分の標

高51m～51．2mの範囲に占地する。周辺の

住居跡との直線距離はSB－3との間隔が

5m、SB－5・6との間隔は10mを測る。

検出面から床面まで浅く、最大で15cmを測

り、遺構の残存状況は悪い。覆土はレンズ

ヽ

Cl

1．褐色土　　砂礫粒少量
2．明茶褐色土
3．茶褐色土　砂礫粒中量
4．暗褐色土　砂礫粒少量
5．黄褐色土

D D′　6・褐色土　　砂礫粒少量

51°6ニコし＿＿－∠≡

◎7．暗褐色土　砂礫粒少量

8．暗褐色土　砂礫粒中量

∴　　・〕

－94－

1．褐色土　焼土ブロック多量
2．暗褐色土焼土ブロック多量
3．焼土層
4．暗褐色土
5．褐色土　礫少量
6．明褐色土焼土少量

1m：
第81図　SB－5・6



状の自然堆積を示す。

本住居跡の規模は南北方向が2．75m、東西方向が2・95mで、ほぼ隅丸のやや正方形を呈する0床面積は

8．11m2を測り、主軸方位はS－140－Eを採る。

竃は両壁東寄りに構築される。壁はゆるやかに立ち上がり、床面は平坦で西壁から東壁にかけてゆる

やかに低く傾斜する。周壁溝は北壁、西壁、両壁の一部までまわる。断面はU字形で、幅13cm深さ8cm

を測る。主柱穴は、コーナー寄りで4本検出した。その径は32～40cm、深さは8～12cmを測る。柱穴間

距離は1．5～2mを測る。

竃の全長は70cm、幅は62cmを測る。両袖部ともは完全に流失している。奥行47cm幅15cm高さ5cmを

測る。燃焼室火床は壁より外側に位置し、床面より5cm掘り込まる。規模は、推定で奥行36cm幅46cm

を測る。乳頭状にのびる煙道は、確認できる範囲で幅35cm奥行26cmを測り、ゆるやかに立ち上がる0

遺物検出状況

覆土から土師器、灰粕陶器が少量出土している。床面からは竃周辺で土師器椀が出土したo

SB－5・6（第81図　図版35－2）

本住居跡はL－4グリット北半部分の標高51．4m～51．6mの範囲に占地する。新旧関係はSB－5が

sB－6を切って造っている。検出面から床面まで30cmを測り、残存状況は良好である。SB－4との直

線距離は10．5mを測る。周辺には土坑、ピットは検出されていない。

SB－5の規模は南北方向2．4m東西方向2．74mの長方形を呈する。床面積は5・22m2を測る。本調査内で

は小規模の住居跡に含まれる。主軸方位はN－700－Eを採り、竃は東壁南寄りに構築されている0壁は

やや垂直ぎみに立ち上がり、周壁溝はもたない。床面は平坦で、主柱穴は4本確認された。径は15～31

cm、深さは5～8cmを測る。また南西隅には貯蔵穴と思われる土坑が検出された。その短径は27cm、

長径は38cmを測る。柱間の間隔は短辺で70cm、長辺で1．25mを測る。

竃は全長が72cm幅89cmを測り、両袖が残存する。両袖部には袖石が組み込まれ、2個ずつ設置されて

いた。北袖部は奥行52cm幅26cm高さ23cmを測る。両袖部は奥行48cm幅26cm高さ15cmを測る0燃焼室

火床は壁より内側に位置し、三角形状を呈する。規模は奥行55cm幅37cmを測り、床面より5cm掘り込

まれる。煙道は壁から半円状に張り出し、2段に掘り込んで、急激に立ち上がる。奥行は33cmを測る0

遺物出土状況

SB－5から遺物は出土しなかった。

SB－6は覆土から灰粕陶器の椀や清郷型鍋が出土している。

SB－7・8（第82・83図　図版36－1・2）

本住居跡はK－3グリッ下北半部分の標高51．8m～52mの範囲に占地する。新旧関係はSB－8がSB－

7を切って造っている。検出面から床面までの深さは浅く、遺構の残存状況は悪い。西側にはSB－9が

立地し、南側は土坑・ピットが集中的に見られた。

sB－7の規模は南北方向で3．47m東西方向で3．48mを測り、ほぼ正方形を呈する0床面は、ほぼ平坦

で周壁溝は西壁の一部と両壁の一部にまわる。幅は10cm、深さは6cmを測り、断面U字形を呈する0北

東隅にはピットが4個ずつ2列を呈し、入り口状の施設になると思われる。竃は確認されていないo

SB－8の規模は南北方向で3．79m、東西方向で3．76mの隅丸の正方形を呈する。主軸方位はN－700－

Eを採り、竃は東壁南寄りに構築される。周壁溝はもたず、主柱穴は2本確認した。北東隅には柱穴が

2本並び、おそらく入り口施設であると考えられる。

竃の規模は全長91cm幅88cmを測り、両袖が残存する0北袖部は袖石が2段組み込まれ、奥行73cm幅

39cm高さ25cmを測る。両袖部は袖石が2段組み込まれ、奥行70cm幅21cm高さ30cmを測る0燃焼室火床

は奥行51cm幅34cmの楕円形を呈する。煙道は壁から半円状に張り出し、寒行45cm幅30cmを測り、ゆる
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6．暗褐色土
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11．暗褐色土
12．明褐色土
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15．暗褐色土
16．暗褐色土
17．暗褐色土
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黄色粒中量
黄色粒中量・炭化粒少量
褐色ブロック中量・炭化粒粒中量
炭化粒中量
褐色ブロック中量
黄色粒中量・炭化粒少量

黄色粒少量・炭化粒

褐色ブロック多量
褐色ブロック少量

黄色粒少量
黄色粒少量・炭化粒

第82図　SB－7

やかに立ち上がる。

遺物出土状況

SB－7から遺物は出土していない。SB－8の覆土から清郷形鍋、甲斐型賓、小型の賓、土師器の椀、

ミニチュア土器、緑粕陶器が出土した。SB－8の床面から竃内部より土師器椀、西壁付近の床面から須

恵器賓の破片が出土した。

SB－9（第84図　図版37－1）

SB－9はK－2グリット東半部分の標高52～52．2mの範囲に占地する。東側にはSB－7・8、南西側

にはSB－10・11が隣接する。検出面から床面までの深さは浅く、残存状況は良好ではない。

本住居跡の規模は、南北方向3．56m東西方向4．00mを測り、隅丸のやや長方形を呈する。主軸方位は

N－730－Eを採り、竃は東壁北寄りに構築されている。周壁溝はもたず、床面は平坦である。主柱穴は

4本確認した。柱間は短辺で2．1m、長辺で3．2mを測る。床面中央には貯蔵穴と思われる土坑を確認し

た。
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1．褐色土
2．暗褐色土
3．暗褐色土
4．暗褐色土
5．暗褐色土
6．暗褐色土
7．褐色土
8．褐色ブロック

刊
黄色粒中量
黄色粒中量・炭化粒少量
炭化粒中量・褐色ブロック中量
炭化粒中量
褐色ブロック中量
黄色粒中量・炭化粒少量
黄色粒少量・炭化粒・焼土少量

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3m

1．褐色土　焼土粒少量
2．暗褐色土焼土粒・炭化物少量
3．暗褐色土焼土粒・炭化物多量
4．焼土層
5．暗褐色土褐色ブロック中量・焼土少量

第83図　SB－8
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1．褐色土
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7．褐色土

黄色粒中量
黄色プロツ
黄色プロツ
焼土粒
黄色プロツ
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1．褐色土　焼土粒中量
2．暗褐色土焼土粒多量・炭化粒少量
3．焼土
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5．褐色土　焼土粒少量
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第85図　SB－10・11
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竃の規模は全長100cm幅89cmを測り、両袖が残存する。北袖部は奥行5cm幅21cm高さ34cm測り、袖

石を2段組み込んでいる。両袖部は奥行72cm、幅35cm、高さ29cmを測り、袖石を2段組み込んでいる0

竃内には拳大の礫や細長い礫が崩落した状況であるため、天井部にも礫を架構したと思われる。燃焼室

火床は床面より10cm掘り込まれ、奥行72cm幅45cmの楕円形を呈する。焚口は幅25cm奥行8cmを測る。

煙道は奥行39cm測り、半円状に壁から張り出している。

遺物出土状況

覆土から灰粕陶器、土師器、砥石が出土している。竃内部から土師器椀、灰粕陶器の皿、両壁寄りの

床面からは土師器椀が出土した。

SB－10・11（第85図　図版37－2）

本住居跡はK－3グリットの南半部分の標高52．2m～52．4mの範囲に占地する。新旧関係はSB－11が

SB－10を切って造られている。そのためSB－10はほとんど削平されていた。周辺には北側にSB－9が

立地し、南東へ2mのところに集石土坑が3基並列している。

SB－10はSB－11によって切られており、遺構の残存状況は悪い。規模は南北1．8m東西1．83mの方形

を呈する。床面積は2．97m2を測る。主軸方位はN－690－Eを採り、竃は東壁南寄りに構築されていた。

主柱穴は、3本検出された。床面は平坦で、周壁溝は、両壁の一部で残存していた。

竃の規模は全長57cm幅47cmを測る。北袖部は流失し、掘り方のみであるが、両袖部は奥行37cm幅16

cm高さ5cmを測る。燃焼室火床は奥行30cmを測る。煙道は奥行25cmを測り、壁から乳頭状にのびる。

SB－11の規模は南北2．73m東西2．95mを測り、ほぼ正方形を呈する。床面積は6．86m2を測り、主軸方

位はN－74。－Eを採る。主柱穴は3本確認され、南西隅には土坑を検出した。竃は東壁南寄りに構築さ

れている。規模は全長54cm幅54cmを測る。燃焼室火床は奥行30cm幅23cmの不整形な楕円形を呈する0

焚口は推定で奥行6cm幅11cmを測る。北袖部は粘質土が流失し、袖石が1個置かれていた。両袖部は奥

行25cm幅23cmを測る。

遺物出土状況

SB－10の覆土からは全体の遺物量は少なく、土師器、灰粕陶器の細片が出土した。

SB－11の覆土から土師器、緑粕陶器の細片が出土した。床面からは土師器椀が出土している。

SB－12（B－2）（第87図　図版39－1）

SB－12はQ－7グリット南半部分の標高51mの範囲に占地する。南側にはSB－13・14が隣接LSB－

14との直線距離は5mを測る。痩せ尾根状の北側縁辺部、本調査区内において北東に位置する。検出面か

ら床面まで浅く、最大で18cmを測る。

規模は南北3m東西3．1mの正方形を呈する。床面積は10．48m2である。主軸方位はN－650－Eを採り、

竃は東壁南隅に構築される。床面は平坦で南壁から北壁にかけて、わずかに低く傾斜している。周壁溝、

主柱穴は確認されていない。

竃は全長80cm幅96cmで両袖部は流失しており、袖石の抜き取り痕が残っていた。北袖部は奥行66cm

幅46cm高さ33cmを測り、神石は2段積み重ね、袖部に組み込んでいる。燃焼室火床は床面より5cm掘

り込まれ、推定で奥行66cm幅47cmの楕円形を呈する。煙道は壁から張り出すことはなく、奥行25cmを

測り、ゆるやかに立ち上がる。

遺物出土状況

覆土から土師器椀が出土した。遺物量は全体的に少ない。
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SB－13・14（第88図　図版39－2）

SB－13・14は、P－7グリット北半部分の

標高51～51．2mの範囲に占地する。痩せ尾根

状の丘陵の突端部分に位置し、北側にはSB－

12、西側にはSB－15が隣接する。SB－16との

直線距離は6mを測る。土坑・ピットなどの遺

構はほとんどみられない。検出面から床面ま

での深さは浅く残存状況は良好ではない。新

旧関係はSB－13がSB－14を切って造られて

いる。

規模は南北2．48m東西3．05mを測り、やや

長方形を呈する。床面積は6．71m2を測る。主

軸方位はN－560－Eに採り、竃は南壁東寄り

に構築される。床面はほぼ平坦で、荒掘り面

の上に構築されていた。

竃は全長110cm幅80cmを測り、両袖が残存

する。北袖部は奥行95cm幅26cm高さ32cm、

両袖部は奥行73cm幅20cm高さ32cmを測り、

袖石を組み込んでいる。燃焼室火床は、床面

から12cm掘り込まれ、奥行56cm幅35cmの長

楕円形を呈する。煙道は、燃焼室に対して南

側に屈曲し、壁から半円状に張り出し、奥行

22cmを測る。

遺物出土状況

覆土から土師器椀、灰粕陶器の細片が少量

出土した。

SB－15（第90図　図版40－1）

SB－15はP－6グリット北半部分の標高

51．2～51．4mの範囲に占地する。痩せ尾根状

の北側縁辺分に立地し、SB－16との直線距離

は6m、SB－13・14との直線屁巨離は2．5mを測

る。検出面から床面まで浅く最大で10cmを測

るが、残存状況は良好である。

・規模は南北2．73m東西3．49mの長方形を呈

する。床面積は8．41m2を測る。主軸方位は

N－730－Eを採り、竃は南東隅に構築され

る。床面は平坦で、荒掘り面の上に形成して

いた。周壁溝は北壁から西壁にかけてめぐり、

東壁の一部で検出された。幅は10cm、深さは

5cmを測る。主柱穴は2本確認し、南西隅には

貯蔵穴と思われる土坑を検出した。

A

51・2mミ二二二二＿＝コ二二：妄≡三三；三≡

1．黒褐色土礫多量・黄褐色粒中量

0
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已　　　　　＿　＿＿＿＿　　　　　　．　　　　　　　　　　　　一二∃

bl　　＿二二ブ一十

1．黒褐色土轢多量・黄褐色粒中量
2．暗褐色土黄色粒多量・焼土粒少畢
3．暗褐色土礫多量・黄色粒中量
4．黒褐色土黄色粒中量
5．暗褐色土黄色ブロック極多量
6．暗褐色土黄色ブロック少量

0　　　　　　　　　　　　1m－‥

第87図　SB－12
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竃の規模は全長1．40m幅98cmを測

り、両袖部が残存する。北袖部は奥行

87cm幅30cm高さ25cm、両袖部は奥行

112cm幅31cmを測り、袖石が2段組み

込まれている。燃焼室火床は床面から

20cm掘り込まれ、奥行70cm幅40cmの

不整形な方形を呈する。煙道は壁から

三角形状に張り出し、奥行は19cmを測

る。

遺物出土状況

覆土から土師器が少量出土した。貯

蔵穴と思われるP4内部からは土師器

椀が出土した。

3m

1．暗褐色土　轢中量・炭化粒少量

2．極暗褐色土轢多量

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二三

SB－16（第91図　図版40－2）　　　　51・2m

SB－16は0－6グリットの北半部

分の標高51．4m～51．2mの範囲に占地

する。痩せ尾根状の南側縁辺部に立地

し、SB－18との直線距郡は8m、SB－

17との直線距離は北西9m、SB－13・

14との直線距離は東へ6mを測る。検

出面から床面まで浅く、残存状況は良

好ではない。

1．暗褐色土焼土粒中量
2．暗褐色土礫中量・炭化粒少量
3．暗褐色土礫多量
4．暗褐色土焼土粒・炭化粒多量
5．暗褐色土暗褐色土多量

－103－
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規模は南北3．35m東西3．36mのほぼ正

方形を呈する。床面積は11．2m2を測る。

北壁の外側には、辺に平行するように

SD－01が延びており、住居跡に付属する

外部施設と考えられる。SD－01の規模は

長さ5．2m幅30cm深さ10cmを測り、断面

形はU字形を呈する。主軸方位はS－

250－Wを採り、竃は両壁東寄りに構築さ

れる。床面は平坦で、北壁から両壁にか

けてゆるやかに低く傾斜している。周壁

溝はもたず、主柱穴はコーナー寄りで2

本確認した。竃は掘り方のみ残存してお

’り、全長は69cm幅50cmを測り、床面から

5cm掘り込まれる。

遺物出土状況

覆土から灰粕陶器の椀や羽釜、甲斐型

賓、甲斐型鍋が出土し、全体的に遺物量

は少ない。竃内部と東壁寄りの中央部の

床面からは土師器椀がそれぞれ出土して

ヽ

（ウ

＝；享

SB－15

Ul喜

1．暗褐色土礫中量
2．暗褐色土
3．褐色土　礫中量

Di喜

0　　　　　　　　　　　　10cm－‥

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3m

1．暗褐色土黄色粒中量・炭化粒極少量
2．黒褐色土黄色粒中量・炭化粒極少量
3．褐色土　焼土粒多量・炭化粒中量
4．暗褐色土焼土粒少量・炭化粒極少量　　　0 1m

5．褐色土　黄色粘土ブロック多量　　　　　！　　　　　　　　　　　　，

第89図　SB－15

－104－



Ui喜

SB－16

1．暗褐色土轢・橙色粒中量

0 3m

1．暗褐色土　　礫・橙色粒中量
2．暗褐色土　　礫・焼土粒少量
3．暗褐色土　　焼土粒中量・炭化粒少量
4．黄褐色砂質土礫多量

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

第90図　SB－16・17
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第91図　SB－16・17出土土器

いる。

SB－17（第91図　図版41－1）

sB－17は0－5グリットの標高51．8m～51・6mの範囲に占地する0痩せ尾根状の北側縁辺部に立地

し、SB－22との直線距離は西へ4・5mを測る0検出面から床面まで最大21cmを測る0

規模は南北3．35m東西3．5mのほぼ正方形を呈する0主軸方位はS－230－Wを採り、竃は南壁東寄りに

構築される。床面は平坦で、西壁から東壁にかけてゆるやかに低く傾斜している0周壁溝は検出されて

いない。

竃は掘り方のみ残存しており、全長は1・24m、幅92cmを測る0主軸方位はS－600－Wを採り、住居跡

の主軸方位とは異なる。一部袖石の痕跡と考えられるくぼみを検出している。

燃焼室火床は、推定で奥行75cm幅35cmの不整形な楕円形を呈する0煙道は壁から乳頭状に張り出し、

奥行36cmを測り、ゆるやかに立ち上がる。

遺物出土状況

覆土から清郷型鍋、緑粕陶器、土師器、灰粕陶器の細片が出土したo

SB－18（第93図　図版41－2）

sB－18は、M－6グリット付近の標高51．4m～51・6mの範囲に占地する0痩せ尾根状の南側の縁辺部

に立地し、SB－17との直線距離は北へ3m、SB－16との直線距離は8mを測る0検出面から床面までの

深さは浅いが、遺構の残存状況は良好である。

規模は、南北2．72m東西2．48mで長方形を呈する0床面積は4・87m2を測る0本調査区内において小規模

な住居跡である。主軸方位はN－620－Eを採り、竃は東壁やや南寄りに構築されている0床面は平坦で、

荒掘り面の上に形成している。周壁溝は、両壁の一部を除いて全周する0幅11～26cm深さ5cmを測り、

断面はU字形を呈する。南壁寄りの中央部にはピットが2個並んで検出されており、おそらく出入り口

－106－



施設であったと考えられる。主柱穴は1本

確認した。

竃の規模は全長が65cm幅82cm測り、両

袖部が残存する。北袖部は奥行42cm幅21

cm高さ21cm両袖部は奥行45cm幅29cm高

さ21cmを測り、ともに袖石を組み込んで構

築している。燃焼室火床は床面より4cm掘

り込み、奥行46cm幅39cmの楕円形を呈す

る。焚口は推定で奥行11cm幅26cmを測る。

煙道は壁から半円状に張り出し、奥行18cm

を測る。

遺物出土状況

覆土から遺物は出土していない。

SB－19・20

SB－19・20はN－5グリット東半部分の

標高51．4m～51．2mの範囲に占地する。検

出面から床面まで浅く、新旧関係は明確に

し得なかった。北側にはSB－18、南側には

SB－21が隣接する。

SB－19

推定で南北2．32m東西2．49mを測り、ほ

ぼ正方形を呈する。竃、周壁溝を確認して

いない。

遺物出土状況

覆土から灰粕陶器の碗や土師器の細片が

少量出土した。

SB－20

推定で南北2．32m東西1．72mを測り、方

形を呈する。本調査区内において小型の住

居跡に属する。柱穴周壁溝は確認されてい

ない。東壁南寄りには竃と思われる張り出

しを確認した。

遺物出土状況

遺物は出土していない。

SB－21（第94図　図版42－1）

SB－21はN－6グリットの標高50．8

～51．0mの範囲に占地する。北側にはSB－

19・20が隣接し、南側へ2mの所にSB－16

が立地する。残存状況は良好ではない。

本住居跡の規模は南北3．94m東西2．9m

を測り、長方形を呈する。床面積は11．63m2

田1　01

A

両ミ＝二王二二二：±＝＝＝＝睾＿＿＿＿′一

1．暗褐色土礫多量・黄色砂粒中量

0

A′

＝Ii二

㍉＝　‾∵　＝

1．暗褐色土轢少量・黄色砂粒中量
2．暗褐色土礫少量・黄色砂粒中量・焼土中量
3．暗褐色土礫多量・黄色砂粒中量
4．黒褐色土黄色砂粒少量
5．暗褐色土

0
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SB－18

1m
L＿＿　　　　　　　　　　　　　r

第92図　SB－18
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SB－21

A

5両≡∃こ二三二二二二二二＝去

である。主軸の方位はN－580－Eを採り、竃は東壁

北寄りに構築される。床面は平坦で、主柱穴は2本

確認できた。東寄りに不整形な土坑が検出された。

竃は掘り方のみ残存しており、全長103cm幅80cmを

測る。両袖部には袖石の痕跡と思われるくぼみ確認

した。燃焼室火床は推定で奥行60cm幅30cmの不整

形な方形を呈する。煙道は壁から半円状に張り出し、

奥行50cmを測る。

遺物出土状況

土師器塔、清郷型鏑、灰粕陶器の細片が出土し、

全体的に遺物量は少ない。東壁寄りの床面から土師

器坪が出土している。

SB－22（第96図　図版42－2）

SB－22は0－4グリット南半部分の標高51．8m

の範囲に占地する。痩せ尾根状の北側縁辺部に立地

し、SB－17との直線屁巨離は東へ5m、SB－23との直

線距離は西へ5mを測る。周辺には土坑、ピットなど

は少ない。検出面から床面まで最大25cmを測り、残

存状由は良好である。

規模は、南北3m東西3．56mで不整形な長方形を

呈する。床面積は8．45m2を測る。主軸方位はN－

700－Eを採り、竃は南東隅に構築される。床面は平

坦で、周壁溝は北壁、東壁、両壁の一部で検出され

た。幅は14～22cm、深さ8～14cmを測り、断面形は

－108－

A′

ニ！
1．暗褐色土礫少量・黄色粒少量

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3m

1．黒褐色土焼土ブロック中量
2．黒褐色土礫少量・黄色粒少量・焼土粒中量
3．褐色土　黄色ブロック少量・焼土粒多量

0 1mー

0　　　　　　　　　　　　　10cm
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

第93図　SB－21



U字形である。主柱穴は1本確認した。

竃の規模は全長91cm幅90cmを測り、両袖部が

残存する。北袖部は奥行75cm幅28cm高さ21cm、

両袖部は奥行68cm幅18cm高さ21cmを測り、袖石

を2段積み上げ組み込んでいる。また、その袖石

の上には長辺36cm短辺16cmの細長い扁平な石を

天井石として架構していた。燃焼室火床は床面よ

り5cm掘り下げられ、奥行60cm幅39cmの楕円形

を呈する。焚口は推定で奥行10cm幅30cmを測る。

煙道は奥行39cm幅11cmを測り、急角度で立ち上

がる。

遺物出土状況

覆土から灰粕陶器の椀、清郷型鍋が少量出土し

ている。

SB－23（第96図　図版43－1）

SB－23は、N－4グリット北半部分の標高51．8

mの範囲に占地する。痩せ尾根状の北側縁辺部に

立地し、SB－22との直線距離は5m、SB－24との

直線距離は3mを測り、列状を呈している。東方向

には集石土坑1基、南側に集石土坑が3基検出さ

れている。検出面から床面まで最大23cmを測る。

規模は東西南北を測り、やや正方形を呈する。

床面積は7．2m2を測る。床面は平坦で荒掘り面の

上に形成している。周壁溝は、確認されず、主柱

穴らしきピットは1本確認した。主軸方位はN－

780－Eを採り、東壁南寄りに構築される。

竃の規模は全長103cm幅102cmを測り、両袖部

が残存している。北袖は奥行65cm幅42cm高さ20

cm、両袖は奥行72cm幅39cm高さ20cmを測り、と

もに袖石が組み込まれている。燃焼室火床は床面

より5cm掘り込まれ、奥行75cm幅35cmの楕円を

呈する。煙道は壁から半円状に張り出し、奥行32

cmで急角度で立ち上がる。

遺物出土状況

覆土から鉄錬、須恵器、灰粕陶器の細片が出土

している。

SB－24
1

SB－24は0－13グリット南半部分で検出され

た。ほとんど削平を受けており、竃部分のみを確

認した。推定であるが竃は東壁南寄りに設置され

ていたと思われる。竃の主軸方位はN－770－Eを

1．暗褐色土
2．黒褐色土
3．黒褐色土
4．黒褐色土
5．黄色砂質土層

I層

焼土粒ブロック中量含む
焼土粒ブロック多量含む

0
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l　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　＿‥一一一」

第94図　SB－22



こ　こ

採り両袖が残存している。北袖部は奥行56cm

幅48cm高さ26cmを測る。両袖部は奥行77cm

幅32cm高さ24cmを測り、ともに袖石を組み

込んで構築している。焚口は幅19cmを測り、

燃焼室火床は奥行54cm幅40cmの楕円形を呈

する。煙道は壁から半円状に張り出し、奥行

22cm測る。

遺物出土状況

覆土から土師器坪、清郷型賓、灰粕陶器の

細片が出土している。

SB－25（第97図　図版43－2）

SB－25はM－2グリット北半部分の標高

52．2mの範囲に占地する。SB－24との直線距

離は14mを測り、他の住居跡の設置状況をみ

てもかなり離れたところに位置する。検出面

から床面まで20cmを測る。

規模は南北2．35m東西2．6mを測り、やや五

角形を呈し、小型の住居跡に属する。床面積

は4．8m2を測る。主軸方位はN－770－Eを採

り、竃は東壁北寄りに構築される。床面は平

坦で、東壁から西壁にかけてゆるやかに傾斜

している。周壁溝は南西隅で一部確認し、主

柱穴は2本確認した。また南西隅には貯蔵穴

と思われる土坑を確認した。

1．暗褐色土
2．褐色土
3．褐色土
4．暗褐色土
5．暗褐色土
6．褐色土

－110－

礫多量
礫中量
礫多量
礫多量
炭化粒少量
黄色ブロック多量

1mー
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竃は全長86cm幅89cmを測り、両袖が

残存する。北袖部は奥行81cm幅29cm高

さ14cmを測る。両袖部は奥行75cm幅35

cm高さは14cmを測る。袖石は組み込ま

れていない。焚口は幅11cm、燃焼室火床

は奥行78cm幅36cm奥行22cmの楕円形

を呈し、壁から半楕円状に張り出す。

遺物出土状況

覆土から土師器坪、灰和陶器の椀、清

郷型鍋が出土した。遺物量は少ない。

SB－27（第100図　図版44－1）

SB－27はI－7グリットの標高51．6

mの範囲に占地する。痩せ尾根状の頂部

に位置し、SB－27との直線距離は39m、

B区の住居跡ほど近接しておらず、なお

かつ単独で立地している。検出面から床

面まで浅く、残存状況は良好ではない。

規模は、南北3．75m東西残存長3．21m

を測り、おそらく方形を呈する。主軸方

位はN－800－Eを採る。床面は平坦で、

荒掘り面の上に形成している。周壁溝は

東壁の一部で検出され、断面U字形を呈

し、幅17cm深さ6cmを測る。主柱穴は4

本確認した。

竃は作り替えを行なっている。残存状

況から旧竃は東壁北寄りに設置され、新

竃は南東隅に構築される。旧竃は掘り方

のみ残存しており、全長59cm幅70cmを

測る。新竃は、全長75cm幅90cmを測り、

両袖部に袖石が1個ずつ残存する。

遺物出土状況

覆土から灰粕陶器や土師器の小破片が

出土し、全体の遺物量は非常に少ない。

SB－28（第100図）

SB－28はG－5グリットの標高52．5

mの範囲に占地する。SB－29との直線距

離は20mを測る。遺構検出面は第IV層で、

床面までの深さは33cmを測る。

A

52．2m
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1．暗褐色土黄色粒中量・炭化粒極少量
2．黒褐色土黄色粒中量・炭化粒極少量
3．褐色土　焼土粒多量・炭化粒中量
4．暗褐色土焼土粒少量・炭化粒極少量
5．褐色土　黄色粘土ブロック多量

1m
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第99図　SB－27・28（C－1区）
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1．極暗褐色土
2．黒色土
3．黒褐色土
4．暗褐色土
5．黒色粘質土
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皿l5

1．黒色土

2．褐色砂礫土

3m
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1．黒褐色粘質土
2．黒褐色土
3．暗褐色粘冥土
4．暗褐色土

0

住居跡の北半部分が調査区外のため、正確な規模は不明

であるが、主軸長は4．5mを測る。平面形は方形状を呈する

と思われる。ピットは、両壁寄りで検出された。P1－P

3の柱穴間距離は3．4mを測る。Pl・2・3・4の覆土は

黒色土で、P5には褐色砂礫土が堆積されていた。遺物は

覆土より灰粕陶器の細片が出土した。

出土状況

灰粕陶器や土師器の小破片が出土した。全体の遺物量は

少ない。

SB－29（第101図）

SB－29は、H－11グリットの南半部分の標高51mの範囲

に占地する。検出面から床面まで浅く、また上面には集石

土坑が検出されており、残存状況は良好でない。また、北

東隅、南東隅部分は確認調査時のトレンチによる削平を受

けている。

規模は南北残存長5m、東西残存長3．9mを測り、楕円形を

呈する。主軸方位はN－00を採る。竃は作り替えを行なっ

ている。残存状況から旧竃は北壁西寄りに設置され、新竃

は北壁東寄りに構築される。旧竃は、ほとんど崩落してお

－114－
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1．暗褐色粘質土
2．暗褐色土
3．褐灰色土
4．褐色粘質土
5．黒褐色粘質土

1m
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第100図　SB－29（C地区）



り、壁から半円状に張り出している。新

竃は、掘り方のみ残存しており、全長78

cm幅80cm深さ10cmを測る。主柱穴は2

本確認した。柱穴間距離は2．8mで、柱穴

の規模は径26～36cm深さは7cmを測

る。床面状況は平坦で、西壁から東壁に

かけて傾斜し低くなっている。周壁溝は

確認していない。

遺物出土状況

新竃内より灰粕陶器の椀が出土し、覆

土から土師器、灰粕陶器の小破片が出土

した。全体の遺物量は少ない。

SB－30（第102図　図版46－1・2）

SB－30は、谷状地形の最奥部の標高

49．2mの範囲に占地する。本調査区内に

おいてその他の平安時代の住居跡の立地

状況が異なり、単独で立地する。検出面

から床面まで15cmを測る。

規模は東西3．85m南北3．81mを測り、

平面形は、隅丸の方形を呈する。主軸方

位はN－910－Eを採り、竃は東壁南寄り

に設置される。竃の南側は、焼土が散在

しており、おそらく旧竃が付設されてい

たと思われる。床面積は13．39m2を測る。

床面は平坦で荒掘面の上に形成されてい

た。竃周辺の床面には硬化面が認められ、

緑粕陶器が出土している。周壁溝や、主

柱穴は確認されていない。

竃の規模は、全長1m幅1．10mを測り、

壁から半円状に張り出す。袖部は、袖石

のみ両袖に残存する。北袖部は袖石が3

個直立して組み込まれ、奥行52cm幅22

cm高さ31cmを測る。燃焼室火床は、床面

より8cm掘り込まれ、奥行85cm幅40cm

の楕円形を呈する。煙道は20cmを測り、

急角度に立ち上がる。

遺物出土状況

竃前方の床面から緑粕陶器の椀、旧竃

付近から土師器の小破片が出土した。

SH－01（第103図　図版45－2）

SH－01はC－1区の谷地形のGグ

3m
：　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　‥＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

這l lここ＝←十一　　這I

①1
眉

q D

A

49．4m

1

10cm o

1．暗褐色粘質土
A′　2．極暗褐色土

3．明赤褐色粘質土
4．極暗褐色粘質土
5．暗赤褐色土
6．赤褐色粘質土
7．明赤褐色土
8．橿色土
9．暗褐色土

10．暗褐色粘質土

1m
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」　　　　　　　　－

第101図　SB－30（C地区谷部）
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リット南半分に位置する。検出面は第III層で、標

高49．8mに占地する。柱穴は円形を呈し、SPl

～SP6の6個から構成される。桁聞2間、梁間1

間で桁行が東西、梁間が南北に配置される長方形

の建物である。主軸方位はN－740－Wを示す。柱

穴の規模は径が40～44cmで深さが12～16cmであ

る。

溝状遺構（第104図）

上面はD区の明治時代の遺構が存在するため遺

構面は限定的であったが、土層の堆積状況から

C－1区谷地形に連続する地形と考えられる。E

5～E6グリットにかけて5本の溝状遺構が検出

された。5本の内3本が連結し、方形状に巡る。

平安時代の集落の中心はB区の段丘低位面であ

り、狭い谷地形は遺構の密度は薄く、あまり居住

には適さないため、何らかの生産域と考えられる。

SD－01

F－5グリットからE－5グリットにかけて直

線的に延び、そこからL字に曲がり、SD－02に連
A

結する。切り合い関係は明確にし得なかった。残　面石高

存長9m幅40～58cm深さ14～18cmを測る。断面

形はU字形を呈し、覆土は黒褐色土で粘性が強い。

遺物は出土していない。

SD－02

SP5

二三二l三三二＿＿　‾

A′

0　　　　　　1m
王　　　・　　：

第102図　SH－01掘立柱建物

SD－01の連結部分から東側にかけて直線的に延び、そこから5．5mの所でSD－03に連結する。残存長

は7．6m幅43～50cm深さ26～28cmを測る。断面形はU字形を呈する。

SD－03

SD－02の接続部分から直線的に延び、残存長8．5m幅46～70cm深さ25cmを測る。

SD－04

SD－02とSD－03の区画内に斜めに延びる溝状遺構である。残存長は5．5m幅26～49cm深さ25cmを測

る。覆土はSD－01・02・03と異なる。遺物は出土していない。

SD－05

SD－04に平行するように検出された。残存長は1．6m幅35cm深さ10cmを測る。覆土はSD－04と同様で

ある。遺物は出土していない。

集石土坑

集石土坑はB地区で14基、C地区では10基の合計24基確認している。24基中21基が段丘平坦面に分布

し、他の3基は谷地形に立地する。分布傾向は、2～3基の集石土坑が近接または並列して配置されて

いる状況と単独に立地している状況とがある。規模は径が120cm～140cm前後のものと80cm～100cm前

後のものがある。土坑内に含まれる礫はすべて岩渕安山岩で、被熱を受けた痕跡などは確認されなかっ

た。
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第103図　D地区平安遺構全体図

1号集石土坑（第106図　図版47－1）

K－4グリット南半部分に位置する。平面形は円形を呈し、長径82cm短径80cm深さ9cmを測る。断

面形は浅い皿状を呈し、拳大の礫が充填される。覆土は暗褐色土で礫が多量に混入されている。遺物は

出土していない。

2号集石土坑（第105図　図版45－2）

J－5グリット北半部分に位置する。平面形は不整長楕円形を呈し、長径169cm短径94cm深さ27cm測

る。断面は浅い皿状を呈し、人頭大、拳大の礫が充填される。覆土は暗褐色土で遺物は出土していない0

3号集石土坑（第106図　図版45－3）

J－3グリッ下北半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径102cm短径82cm深さ29cmを測る。

断面形はU字状を呈し、大型の礫と拳大の礫が含まれる。覆土は暗褐色土で遺物は少量出土している0

4号集石土坑（第106図　図版45－4）

J－3グリット西半部分に位置する。平面形は不整楕円形を呈し、長径121cm短径110cm深さ24cm測

－117－
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第104図　集石土坑分布図

る。断面形はU字状を呈し、上面に人頭大の礫が置かれ内部は拳大程の礫が充填される。覆土は暗褐色

土で遺物は少量出土している。

5号集石土坑（第106図　図版45－5）

J－2グリット東半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径124cm短径100cm深さ9cmを測る。

断面形は浅い皿状を呈し、礫が充填される。覆土は暗褐色土で遺物は少量出土している。

6号集石土坑（第106図　図版45－6）

J－2グリット東半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径96cm短径77cm深さ14cmを測る。

断面形は浅い皿状を呈し、底面は凹凸が認められる。覆土は暗褐色土で遺物は少量出土している。

7号集石土坑（第106図　図版45－7）

J－3グリッ下北半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径95cm短径72cm深さ15cmを測る。

断面形は浅い皿状を呈し、上面にはやや大きめの礫が置かれ、礫の密集度合いも他の集石土坑を比べる

と低い。
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第105図　集石土坑B－1区（1～8）
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第106図　集石土坑B－2区（9～14）
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21号集石土坑

2．黒褐色粘質土

旦血‘－j

1．暗褐色粘質土

20号集石土坑

第107図　集石土坑C地区（15～21）
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8号集石土坑（第106図　図版45－8）

J－3グリッ下北半部分に位置する。平面形は長方形状を呈し、長軸116cm短軸97cmを測る。その中

央部分に直径27cm深さ15cmの楕円を呈するピットが確認された。直接上部の礫と関連するかは不明で

ある。覆土は黒褐色土で遺物は出土していない。

9号集石土坑（第107図　図版45－1）

P－4グリットの北半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径134cm短径120cm深さ19cmを測

る。覆土は暗褐色土で、遺物は出土していない。

10号集石土坑（第107図　図版45－2）

N－4グリッ下北半部分に位置する。平面形は長楕円形を呈し、長径166cm短径120cm深さ12cmを測

る。断面形は浅い皿状を呈し、礫の密集具合いは低い。覆土は暗褐色土で遺物は須恵器の細片が出土し

た。

11号集石土坑（第107図　図版45－3）

N－4グリット南半部分に位置する。平面形は不整楕円形を呈し、長径109cm短径108cm深さ14cmを

測る。断面形は浅い皿状を呈し、礫の密集具合いは低い。覆土は暗褐色土で遺物は土師器の細片が出土

した。

12号集石土坑（第107図　図版45－4）

N－4グリット南半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径130cm短径96cm深さ10cmを測る。

断面形は浅い皿状を呈し、覆土は暗褐色土で遺物は出土していない。

13号集石土坑（第107図　図版45－5）

N－3グリット東半部分に位置する。平面形は不整楕円形を呈し、長径135cm短径96cm深さ21cmを測

る。断面形は浅い皿状を呈し、底部は平坦である。人頭大の礫が充填され、覆土は暗褐色土で、遺物は

出土していない。

14号集石土坑（第107図　図版45－6）

N－4グリット北半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径104cm短径89cm深さ17cmを測る。

断面形は浅い皿状を呈する。覆土は暗褐色土で、遺物は出土していない。

15号集石土坑（第108図）

L－13グリットに位置する。平面形は円形を呈し、長径84cm短径82cm深さ15cmを測る。断面形は浅

い皿状を呈する。覆土は暗褐色土で、遺物は出土していない。

16号集石土坑（第108図）

H－11グリットの南半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径119cm短径111cm深さ10cmを測

る。断面形は浅い皿状を呈し、覆土は暗褐色土で、遺物は出土していない。

17号集石土坑（第108図）

H－11グリットに位置する。平面形は楕円形を呈し、長径109cm短径106cm深さ11cmを測る。断面形

は浅い皿状を呈し、覆土は暗褐色粘質土で、遺物は出土していない。

18号集石土坑（第108図）

H－10グリット北半部分に位置する。平面形は円形を呈し、長径145cm短径118cm深さ11cmを測る。

断面形は浅い皿状を呈し、覆土は暗褐色土で遺物は出土していない。

19号集石土坑（第108図）

H－11グリットの南半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径112cm短径90cm深さ8

cmを測る。断面形は浅い皿状を呈し、覆土は黒褐色土である。遺物は灰粕陶器の小破片が出土した。
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第108図　集石土坑C地区谷部（22～24）

20号集石土坑（第108図）

H－11グリット南半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径105cm短径90cm深さ11cm

を測る。断面形は浅い皿状を呈し、黒褐色粘質土である。遺物は灰粕陶器の小破片が出土した0

21号集石土坑（第108図）

H－8グリットに位置する。平面形は楕円形を呈し、長径105cm短径100cm深さ7cmを測る。断面形

は浅い皿状を呈し、底部は平坦である。覆土は黒褐色粘質土で遺物は出土していない0

22号集石土坑（第109図）

F－9グリットに位置する。平面形は、不整楕円形を呈し、長径81cm短径54cm深さ6cmを測る。断

面形は浅い皿状を呈する。覆土は黒褐色土で、遺物は灰粕陶器の細片が出土した0

23号集石土坑（第109図　図版45－4）

F－9グリット西半に位置する。平面形は円形を呈し、長径74cm短径69cm深さ7cmを測る。断面形

は浅い皿状を呈する。覆土は黒褐色土で遺物は灰粕陶器の細片が出土した0

24号集石土坑（第109図　図版45－3）

F－7グリット南半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径176cm短径159cm深さ29

cmを測る。断面形はU字状を呈し、底部は平坦である。人頭大の礫が充填され、覆土は黒褐色土で遺物

は灰和陶器の細片が出土した。
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表7　平安住居一覧表

遺構番号 規模（南北m x 東西m ） 平面プラン 床面積 （m 2） 主軸方位 主柱穴 （ピット） 竃　 位置 壁　 溝 主要遺物 備考

S B l 3 ．21×3 ．52 正方形 7．80 N －200－W 4 東壁北寄 り

S B 2 3．1 ×3．05 やや長方形 10 ．01 N －600－ E 4 東壁北寄 り 刻書土器

S B 3 南北2 ．16× （1．16） － －

S B 4 2 ．75×2 ．95 やや正方形 8．11 S －140－ E 4 南壁東寄 り

S B 5 2．4 ×2．74 長方形 5．22 N －700－ E 4

S B 6 SB 5 と重複 － － － － － －

S B 7 3 ．47×3 ．48 正方形 10 ．48 － P 12

S B 8 3 ．79×3 ．76 正方形 12 ．36 N －700－ E 2 （P 7 ） 東壁西寄 り 無

S B 9 3 ．56×4．．00 やや長方形 12 ．42 N －730－ E 4 （P 7 ） 東壁北寄 り 無

S B lO 1 ．8 ×1．83 正方形 2．97 N －690－ E 3 （P 3 ） 東壁南寄 り 無

S B ll 2 ．73 ×2．95 正方形 6．86 N －740－ E 4 （P ll） 東壁南寄 り 無

S B 12 3 ×3 ．1 やや正方形 10．48 N －650－ E － 東壁 南隅 無

S B 13 2 ．48 ×3．05 やや長方形 6．71 S －560－ E 2 両壁東寄 り 無

S B 14 3 ．35 ×3．36 正方形 9．49 － 1 無

S B 15 2 ．73 ×3．49 長方形 8．41 N －730－E 3 （P 8 ） 東壁南寄 り 一部ア リ

S B 16 3 ．35 ×3．36 正方形 11．20 S －250－E （P 2 ） 南壁東寄 り 無

S B 17 3 ．35×3 ．5 正方形 S －230－W （P 3 ） 南壁東寄 り 無

S B 18 2 ．72 ×2．48 長方形 4．87 N －62。－E 1 （P 3 ） 東壁や や南 寄 り ほぼ全周

S B 19 2 ．32 ×2．49 正方形 （P l ） 無

S B 20 2 ．32 ×1．72 長方形 3 ．03 N －650－E 無 東壁南寄 り 無

S B 21 2 ．9 ×3．94 やや長方形 11．63 N －580－E 2 （P 5 ） 東壁北寄 り 無

S B 22 3×3 ．56 長方形 8 ．45 N －700－E （P l ） 南東 隅

S B 23 2 ．79 ×3．09 やや正方形 7．2 N －780－E 1 （P 6 ） 東壁南寄 り 無

SB 24 竃のみ － 無 無

S B 25 2 ．35 ×2．6 五角形 4 ．80 N －770－E 2 （P 3 ） 東壁 北寄 り 無

SB 26 東 西　 3．03 －

SB 27 3 ．75 ×残 存3．2 方形 ？ N －80－E 4 （P ll） 無

SB 28 東西4 ．5 方形 ？ － （P 5 ） 東壁南 コーナー 無

SB 29 残 存5 ×3 ．9 方形 ？ N －00 2 （P 3 ） 北壁 東寄 り 無

SB 30 3 ．85 ×3．8 正 方形 13．39 N －910－E 無 東壁 南寄 り 無 緑 粕陶器

表8　集石土坑一覧表

遺構名 調査区 グリット 形状 （プラン） 長軸 （cm ） 短軸 （cm ） 深さ （cm ） 出土遺物

1 B － 1 K － 4 両半 円 82 80 9

2 B － 1 J － 5 不整長楕円 169 94 27

3 B － 1 J － 3 北半 楕円 102 82 29 遺物あり

4 B － 1 J － 3 西半 不整楕円 121 110 24 遺物あり

5 B － 1 J － 2 東半 楕円 124 100 9 遺物あり

6 B － 1 J － 2 東半 楕円 96 77 14

7 B － 1 J － 3 北半 楕円 95 72 15

8 B － 1 J － 3 北半 長方形 116 97 －

9 B － 2 P － 4 北半 楕円 134 120 19

10 B － 2 N － 4 北半 長楕円 166 120 12 須恵器

11 B － 2 N － 4 両半 不整楕円 109 108 14 土師器

12 B 、－ 2 N － 4 両半 楕円 130 96 10

13 B ‘「 2 N － 3 東半 不整楕円 135 96 21

14 B － 2 N － 4 北半 楕円 104 89 17

15 C － 1 L －13 円 84 82 15

16 C － 1 H －11南半 楕円 119 111 10

17 C － 1 H －11 楕円 109 106 11

18 C － 1 H －10北半 円 145 118 11

19 C － 1 H －11両半 不整楕円 112 90 8

20 C － 1 H －11両半 不整楕円 105 90 11

21 C － 1 H － 8 楕円 105 100 7

22 C － 1 F － 9 不整楕円 81 54 6 遺物あり

23 C － 1 F －甲西半 円 74 69 7 遺物あり

24 C － 1 F － 7 両半 不整楕円 176 159 29 遺物あり
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第109回　中世土坑分布図

第4節　中世の遺構

中世土坑

中世土坑は、B区のN－2グリットからN－3グリットの限定された範囲で16基確認されたo B区の

痩せ尾根状の縁辺部に立地し、この周辺の包含層からは、常滑産の賓、青磁、白磁などの遺物が他の調

査区と比べて比較的多く出土している。遺構に関しては、覆土に焼土粒子を多く含む土坑や黒褐色系か

暗褐色系を特徴とする小ピットを中世に相当するものと推定した0そのうち明確に時期を示す土器を伴

うものは15号・16号土坑である。

1号中世土坑（第111図）

N－3グリット西半部分に位置する。平面形は不整形なハート形を呈し長径250cm短径206cm深さ12

cmを測る。覆土は2層に分層され、人頭大の礫が8個確認された0出土遺物は土師器の細片が出土した0

2号中世土坑（第111図）

N－3グリット西半部分に位置し、1号中世土坑の西側に隣接する。平面形は不整形な長方形を呈し

長径363cm短径135cm深さ22cmを測る。覆土は3層に分層され第2層には焼土粒子が確認された0また

礫の一部には被熱を受け、赤く変色しているものもみられた。出土遺物は鉄片が出土した0

3号中世土坑（第111図）

0－2グリット南半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径183cm短径153cm深さ19

cmを測る。覆土は4層に分層され、レンズ状の堆積を示す。遺物は出土していない0
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第110図　中世土坑（B地区）（1～5）
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第111図　中世土坑（B地区）（6～14）
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16号中世土坑

B　　　＜

15号中世土坑 0　　　　　　　　　　　　　20cm

16号中世土坑 0　　　　　　　　　　　　　10cm

第112図　中世土坑（B地区）（15～16）

4号中世土坑（第111図）

0－2グリット南半部分に位置する。西側には5号中世土坑が隣接する。平面形は不整形な楕円形を

呈し、長径166cm短径115cm深さ14cmを測る。覆土は3層に分層され、レンズ状の堆積を示す。遺物は

出土していない。

5号中世土坑（第111図）

0－2グリット南半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径227cm短径154cm深さ27

cmを測る。覆土は3層に分層され、第2・3層に焼土粒子が少量認められた。遺物は出土していない。
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6号中世土坑（第112図）

N－2グリット南半部分に位置する。北東部分には15号中世土坑が隣接する0平面形は不整形な楕円

形を呈し、長径149cm短径131cm深さ44cmを測る0覆土は3層に分層され、レンズ状の堆積を示す0第

1層は焼土粒子を多量に含む。遺物は出土していない。

7号中世土坑（第112図）

N－2グリッ下北半部分に位置する。平面形は不整楕円形を呈し、長径73cm短径60cm深さ6cmを測

る。覆土は焼土層である。遺物は出土していない。

8号中世土坑（第112図）

0－3グリット南半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径110cm短径62cm深さ21cmを測る0

覆土は3層に分層され、第1層は焼土層である。遺物は出土していない0

9号中世土坑（第113図）

N－2グリット中央部分に位置する。平面形は長楕円形を呈し、長径72cm短径67cm深さ20cmを測る0

覆土は暗褐色土である。遺物は出土していない。

10号中世土坑（第114図）

N－2グリッ下北半部分に位置する。平面形は円形を呈し、長径98cm短径66cm深さ5cmを測る0覆

土は暗褐色土である。遺物は出土していない。

11号中世土坑（第115図）

N－2グリッ下北半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径50cm短径39cm深さ25cmを測る0

覆土は暗褐色土である。遺物は出土していない。

12号中世土坑（第115図）

N－3グリッ下北半部分に位置する。平面形は楕円形を呈し、長径125cm短径112cm深さ38cmを測る。

覆土は3層に分層され、第2層に焼土粒子を含む。遺物は出土していない0

13号中世土坑（第115図）

N－2グリットに位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径230cm短径209cm深さ37cmを測る0

覆土は4層に分層される。遺物は出土していない。

14号中世土坑（第116図）

N－2グリッ下北半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径76cm短径66cm深さ31cm

を測る。覆土は暗褐色土で、遺物は土師器の細片が出土した。

15号中世土坑（第116図）

N－2グリット南半部分に位置する。平面形は不整形な楕円形を呈し、長径165cm短径135cm深さ31

cmを測る。断面形はやや台形状を呈し、覆土は暗褐色土である○遺物は13世紀前半の常滑産の賓が1個

体出土した。

16号中世土坑（第116図）

N－3グリット北半部分に位置する。平面形は長楕円形を呈し、長径170cm短径117cm深さ18cmを測

る。断面形はU字状を呈し、覆土は暗褐色土である。遺物は12世紀後半段階の常滑産の賓が1個体出土

した。
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第Ⅴ章　谷津原古墳群の調査

第1節　谷津原古墳群の概要

谷津原古墳群は、富士川西岸、富士川町岩淵区と木島区の境界に所在する。その地形は岩淵火山群の

造山活動によって隆起した火山帯が吉津川、谷津沢等の小河川によって削られ、Ⅴ字状の渓谷と富士川

に東延する舌状の丘陵をなす。また、西側では南に位置する舟山台地との間に土砂が堆積し、平坦地形

を形成している。古墳群はこの丘陵頂上部平坦地と斜面部及び丘陵下平坦部に占地していた。

古墳群は、過去2回の発掘調査を実施し、主体部である石室5基を検出している。その出土遺物から

町内で最も古い古墳群として位置付けられている。第1号墳は丘陵端部頂上平坦地北側に位置し、昭和

45年の蜜柑改植に伴い、北東方向に開口する石室が発見された。石室からは単龍環頭大刀、釧、須恵器

坪、捏瓶が出土し、造営時期を6世紀後半と報告されている。また、1号墳に引き続き丘陵南端縁辺部

に存在する2・3号墳の調査が実施され、全長7m前後、幅1．1m前後の南東方向に開口する狭長な横穴
°

式石室が検出された。2号墳の石室からは鉄鉱、耳環、勾玉、切子玉、須恵器坪が、第3号墳ではガラ

ス小玉、須恵器坪が出土している。4・5号墳は平成元年度、宅地造成に伴い調査が行われ、1号墳北

東約70mの山稜斜面地に位置している。両古墳共石室の残存状況は極めて悪く、4号墳石室は天井部、奥

壁、側壁上部を欠失し、その規模は残存長4．7m、石室幅は内法で0．70mを測る。5号墳は4号墳北側7

mに位置し、4号墳と同様、石室の残存状況が悪く、閉塞部と側壁根石の一部を確認するに留まっている。

両古墳共に遺物の出土がみられず、その造営時期は明らかでない。

今回の調査では古墳8基、小石室1基、周溝1基、溝状遺構5基、土坑3基、階段状遺構1基を検出

した。各古墳は、6・7・8・9・10・11号墳が1・2号墳と同様に丘陵端部頂上平坦地、標高68m付近

に立地し、8・9号墳は第1号墳に、10号境が2号墳に近接している。12・13・14号境は3号墳と同様

に丘陵南斜面、標高58～60mに立地する。破魔射場遺跡1号墳のみ丘陵下平坦地、標高50m付近に単独で

分布する。

第2節　遺　　構

1．遺　構

今回の調査では横穴式石室を主体とする古墳8基、小石室1基、周溝のみの古墳1基、土坑3基、時

期不明の溝状遺構5基、階段状遺構1基を検出した。以下、調査結果について報告していく。なお、本

調査では、検出した古墳の大部分の墳丘、周溝等の外部施設が削平されていた。主体部の残存状況は悪

いが、検出された石室の大半が無袖の横穴式石室であった。

谷津原6号填（第114図・115・116・117・118　図版50・51）

本墳は、調査区の東端、谷津原丘陵の頂上部平坦地中央に位置し、標高68m付近に立地する。当該地は

調査前蜜柑園として開墾され、また該地の東側部分は町道が通り、その拡張時に丘陵部が道路面まで垂

直に切り取られている。このため主体部と周溝の一部を検出するに留まった。
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1．黒色土　　耕作土
2．暗褐色土　褐色土ブロック多重

第114図　6号墳墳丘図
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1．黒褐色土
3．黒褐色土褐色土ブロック・炭化物含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

第115図　6号墳検出状況図
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第116図　6号墳石室展開図－1
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周溝

石室の南西から周溝と考えられる溝状の落

ち込みの一部を検出することができた。上部

が削平されていたため、正確な規模、構造は

不明だが、現況で幅0．53mを測る。地山褐色土

を切り込み、深さは最深で8cmと浅く、その

断面は逆台形状を呈する。周溝の平面プラン

はわずかに屈曲を示し、その状況から墳丘を

復元すると本墳は径約17mの円墳と推定され

る。

墓墳

墓壕はほぼ狭長な長方形を呈し、東側で奥

壁から5．40mの位置で若干内側に狭ばまる。

規模は全長8．25m、幅は奥壁部3．10m、石室中

央部3．25m、石室前方部3．05m、開口部2・90m

を測り、深さは地山褐色土から50cmと深い。

底面は閉塞石下までほぼ水平で、開口部付近

で約8cm立ち上がる。

石室

主体部である石室は後世の開墾を受け、天

井石、奥壁ヾ側壁上部が欠失していた。残存

状況から南東に開口する無袖式の横穴式石室

と考えられ、その主軸方位はN－240－Eを指

す。形状は狭長な長方形を呈し、その規模は

全長8．25m、石室内法長7．68m、幅内法で奥壁

部1．30m、石室中央部1．38m、前方部1・15mを

測る。石材は基底石、床面敷石共に安山岩質

の角礫、河原石を併用する。

B

67．5m

1．黒褐色土
2．黒褐色土褐色土ブロック・炭化粒多量
3．褐色土　轢多量

0　　　　　　1m
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一二］‾

第117図　6号墳石室展開図－2（横断面）

側壁

側壁は左側壁、右側壁共に上部を破壊され、さらに右側壁では奥壁付近と閉塞部付近で基底石まで抜

き取られていた。基底石は長さ60～80cmの安山岩質角礫を用い、平坦面を石室内側に向けて設置してい

る。側壁の裏込めは奥壁付近の基底石裏で認められ、特に左基底石裏には30～40cmの角礫を充填し、頑

強な補強を行っていることが窺われる0しかし、、中央部から開口部にかけては側壁裏込が確認されてい

ないため、墓場と密着させたことで側壁の安定を図っていたものと考えられる0

床面

床面は一面が確認された。墓堪底面に黒色土を整地、その上に敷石を施すが、撹乱の影響からか若干

散乱した状況を示していた。穀石は石室奥壁から中央部まで15～20cmの扁平な河原石を、中央部から閉

塞部までは10cm大の角礫を用いている0また、敷石間には5cm大の角礫を詰石する状況がみられる0床

面のレベルはほぼ水平で、溝等の排水施設は確認できなかった0

閉塞部

閉塞は床面から2段を確認した0下段は30cm～40cm大の角礫の小口面を石室内部に向け2列に配置
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0　　　1m

第日8図　6号墳遺物出土状況図

－137－

0　　　5cm
こ　　　　　　　　　ヱ



されていた。上段は下段より小型の角礫を用い、乱雑に積み上げていた。

墓道

墓道は閉塞部からつながる一部を検出した。現存長は1．80m、幅1．10mを測る。深さは検出面から30cm

を測り、断面は浅い皿状を呈する。閉塞石端から0．90mの範囲で二段に掘り込まれていた。

遺物出土状況

本墳の石室の残存状況は悪かったが、墓場が地山から深く掘り込まれていたため、床面の残存状況が

良好であった。このため遺物の出土量が比較的多かった。出土遺物は、須恵器8点、土師器1点、直刀

1点、刀装具2点、刀子8点、鉄鉄56点、耳環4点、玉類3点を数える。遺物の分布は、奥壁付近で須

恵器脚付値と長頸壷がまとまって出土し、これらに近接して、直刀1点が刃部を開口部に向け中央部か

ら検出された。須恵器塔身2点、土師器坪1点は奥壁寄りの西側壁付近から、南北方向に並んで出土した。

また、斜め前方の根石脇で倒卵型の鍔片が出土した。鍔は奥壁から2．20m付近にもみられ、前記した鍔片

と同一個体になると考えられる。刀子、鉄鉱は全体的に散在しているものの右側壁中央部付近にその集

中（以下、鉄錬群）がみられた。刀子は茎部に木質を残しているものが多く、鉄鉱は広根系鉢がその主

体を占める。また、鉄鉱群の周辺からは刀装具の組と推定される素環状金具が出土している。石室前方

部から開口部にかけては須恵器塔身1点、塔蓋1点、横瓶1点と耳環2点が出土している。塔蓋、蓋、

横瓶は石室中央で塔蓋・身共に伏せられ、横瓶は上から押しつぶされていた。耳環は須恵器類の西側で

検出し、2点が南北に離れていた。遺物は出土状況から盗掘や石室の破壊を受け、一部を除き元位置を

保っていないものと考えられる。

谷津原7号墳（第119・120図　図版52）

本墳は調査区中央、谷津原丘陵の頂上平坦部標高68m付近に立地する。当該地は調査前、後世の開墾に

ょり既に墳丘、周溝共に破壊され、さらに石室上に耕作用の貯水桝が造成され、石室の奥壁も抜き取ら

れていた。現況ではこれらの石材を用い、地神を祀る供養塔が建立されていた。

墓場

墓場は狭長な長方形を呈し、その規模は全長8．10m、幅は基底石の残る石室前方部で3・12mを測る。深

さは地山褐色土を掘り込み、深さは30cmを測る。底面は、奥壁から前方にかけてほぼ水平であるが、開

口部付近は撹乱のため破壊され明らかにできなかった。6号墳墓壕と同様な規模・形状をもつため、本

墳主体部も大型の横穴式石室と推定される。

石室

主体部は後世の開墾、また石材の利用等により石室内が撹乱され、天井石、奥壁、側壁の大部分が欠

失していた。また、閉塞部も破壊され、石室の規模・形状を明らかにすることはできなかったが、残存

状況から南東方向に開口する横穴式石室と推定される。主軸方位はN－390－Wを指す。石材は床面、基

底石共に安山岩質の角礫を使用している。

側壁

側壁は左右共に前方部で基底石のみ残存していたが、撹乱を受け若干元位置から動いている可能性も

ある。基底石裏には10～15cm、または50cm大の角礫が存在する。側壁の裏込めと考えられるが、側壁と

掘り方壁が近接していることから第6号墳と同様な構造であったと考えられる。

床面

床面は撹乱を受けた前方部、奥壁部付近を除いた中央部で検出された。墓場底面を黒色土で整地し、

その上に10～15cmの角礫を敷石している状況がみられるが。残存部も部分的に散乱した状況を示すこと

から、撹乱の影響を受けていると思われる。

墓道
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第119図　7号墳検出状況図
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1．暗褐色土黄色ブロック轢多量
2．暗褐色土黄色ブロック轢中量 0　　　　　　　　　　　　　　2m
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第120図　7号墳遺物出土状況図

墓道は、石室手前で一部を確認した。現存長0．80m、幅1．14m、深さ8cmを測り、断面は皿状を呈す

る。斜面に向かって傾斜していくが、それより前方は撹乱され確認できなかった。

遺物出土状況

遣物は鉄鉱32点、刀子5点、刀装具2点、馬具2点、耳環5点、玉類75点を検出した。鉄鉱は床面に

散乱しているが、ほぼ中央部にその集中（以下、鉄鋲群）がみられ、その主体を長頸鉄が占める。鉄鋲

群内には、鉾石突、常の責金具がみられ、鉄錬群後方からは鞍金具である鞍が東西で各一点、さらに餃

具2点が出土している。また、その後方には餃具と共に耳環3点が出土している。ガラス小玉65点、臼

玉8点、稟玉1点、勾玉1点は石室中央部から集中して確認された。石室前方部では耳環2点・刀子2

点、不明鉄器片が出土し、耳環脇からは歯が2点出土している。

谷津原8号墳（第121・122図　図版52）

本墳は、調査区中央、谷津原丘陵頂上平坦部中央の標高68m付近に立地する。東19mに7号填、西13m

に9号墳が隣接する。7号境と同様に後世の開墾の影響を受け墳丘、周溝が破壊され、主体部のみを検

出するに留まった。

墓墳

墓堀は狭長な長方形を呈し、その規模は全長6．00m、幅は奥壁手前1．85m、石室中央2．15m、石室前方

2・00mを測る。地山褐色土を掘り込み、その深さは15cmと浅い。底面は、床面と同様に奥壁から閉塞石

下まで緩やかに傾斜するが、開口部で約3cm立ち上がる。
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1．暗褐色土黄色ブロック轢多量
2．暗褐色土黄色ブロック礫中量

第121図　8号墳検出状況図
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石室

0　　　　　　　　1m

第122図　8号墳遺物出土状況図

主体部は開墾等の破壊により天井石、側壁、奥壁が欠失し、閉塞部が破壊され、床面と左側壁基底石

の一部、右側壁中央の基底石及び閉塞石の一部のみ残存していた。このため主体部の規模、形状は不明

だが、石室の残存状況から南東方向に開口する横穴式石室と推定される。その主軸方位は指定でN－

400－Eを指す。規模は床面残存長5．02m、幅は基底石が残る中央部で内法0．64mを測る。石材は床面敷

石、基底石其に安山岩質角礫を使用する。

側壁

側壁基底石は、右側壁で石室中央から前方にかけて認められた。石の小口、横口を交互に用い、石室

内に平坦面を向け配置している。左側壁は中央部基底石のみが残存していた。

床面

床面は墓場底面に黒色土で整地し、その上に敷石を施していた。敷石は石室中央から後方で10～15cm

の角礫を敷き、前方では20cm大の礫を隙間無く敷き詰める。床面のレベルは奥壁から閉塞部にかけて緩

やかな傾斜をもち、その差は20cmを測る。

墓道

墓道は石室からつながる一部を検出した。その規模は現存長1．60m、幅0．45mを測る。深さは検出面か

ら13cmを測り、断面は皿状を呈する。しかし、覆土中に耕作土が混入していたため、本来の形状より拡

大されている可能性も考えられる。開口部付近から斜面に向かって緩やかに傾斜していくが、それより

前方は撹乱され、検出できなかった。
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第123図　9号墳墳丘図

遺物出土状況

墓道及び石室床面から須恵器坪蓋2点、鉄鉱14点、刀子3点、耳環1点、帝尻金具1点が出土した。

その分布は鉄鉱が石室後方に集中（以下、鉄鉄群）し、一部が束になっていた。刀子は鉄鉱群のすぐ前

方から石室中央にかけ散在する。石室前方には骨片・骨粉を多く含む黒色土が南北1・70m、東西0・40mの

範囲に分布している。また、前方部左側壁周辺から鉄鉄片1点、刀子片1点、斡尻金具1点が、前方部

端では耳環1点が出土している。須恵器坪蓋は2点共に墓道西側から出土した。坪は墓前祭祀時の遺物

と捉えられるが、付近が撹乱されているため推測の域を出ない。石室内の遺物も撹乱によって元位置を

保っていないものと判断した。

谷津原9号墳（第123・124・125図　図版54）

本境は、調査区西側、谷津原丘陵の頂上平坦地標高68m付近に立地する。東側13mには8号墳が隣接す

る。後世の開墾により墳丘が破壊され、周溝の一部と主体部を検出するに留まった。

周溝

主体部の北西と南東から溝状の落ち込みを検出した。検出及び覆土の状況から両溝は連続するものと

推測され、さらに主体部周辺を巡っていることも併せ、本境の周溝であると判断した。東溝は幅最大で

1．97m、深さは最深で15cmを測り、断面は皿状を呈する。平面のプランは開口部にいくに従い開いてい

く。西溝は2列の清として検出されたが、形状、方向、残存範臥覆土の状況から同一の遺構と考えら

れる。周溝底面の中央部が若干高いため、このような検出状況となったが、本来は東溝と同様な形状を

呈していたのであろう。その残存長は最大で幅1．30m、深さは最深11cmを測る。周溝の残存部は東西共

にわずかに孤を描き、その形状と規模から本墳は長径7．5m、短径6．8mの楕円形墳と推定される。
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第124図　9号墳検出状況・展開図
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1．黒褐色土　しまりあり
2．暗褐色土黄色ブロック礫多量
3．褐色土　黄色ブロック礫中量 0　　　　　　1m
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0　　　　　　1m

第125図　9号墳遺物出土状況図

墓堰

墓壕は狭長な長方形を呈し、その規模は全長5・20m、幅は奥壁手前1・85m、石室中央1・70m、石室前方

1．75m、開口部1．80mを測る。地山褐色土を切り込み、その深さは40cmと深い0墓埴底面は奥壁から羨

道手前までほぼ水平で、羨道付近で約10cm落ち込む0

石室

主体部は開墾等により天井石、奥壁、側壁上部が欠失していた0南東に開口する無袖の横穴式石室で、

その主軸方位はN－46．50－Eを指す。石室の平面プランは狭長な長方形を呈し、その規模は石室内法長5・

05m、幅内法で奥壁前0．55m、中央部0・60m、閉塞石手前0・52m、開口部0・55mを測る0石材は床面敷石

と側壁及び閉塞石に安山岩質角礫を用いる0

側壁

側壁は右側壁で根石から二段目まで残存していた。基底石は横口と小口を石室内に向け設置し、二段

目以降は乱石積みする。しかし、後世の崩落により二段目が若干はらみ出し、中央部では特に顕著に認

められる。左側壁は石室中央部を除き基底石しか遣存していなかった0側壁裏込めは礫が少なく、6・

7号墳と同様に墓堀壁に側壁を密着させ安定を保っていたのであろう0

床面

床面は石室中央から閉塞石手前まで認められた0墓堰底面を黒色土で整地し、その上に10～15cmの角

礫を敷石する状況がみられた。石室中央の右側壁付近で大きな撹乱を受けているため、後世に除去され

たものと判断した。
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閉塞部

閉塞は床面から2段を確認した。40cm大の角礫を2列に配置

し、その上に20～30cmの礫を乱雑に積む。また、閉塞石は開口

部から墓道都の一部にまで範囲が及んでいた。閉塞構築時に閉

塞石下地山が傾斜するため、床面とのレベルを合わせるよう埋

土している状況が窺われた。

墓道

墓道は石室からつながる一部を検出した。その規模は現存長

1．10m、幅0．60m、深さは検出面から30cmを測り、斜面に向っ

て傾斜していく。

遺物出土状況

本古墳は、床面が撹乱を受けていたが、若干の遺物が検出さ

れた。石室後方からは直刀1点、刀子4点、砥石1点が散乱し

た状態で出土している。石室前方からは小型の刀子1点が出土

している。いずれの遺物も散乱した状況を示すため、埋葬時の

位置を保っていないものと考えられる。

谷津原10号墳（第126図）

悔

＿卓二

A′

0　　　　　　1m

第126図10号墳周溝平面図

本頃は、調査区西端谷津原丘陵頂上平坦部、標高67m付近に立地する。調査区端部に位置するため古墳

の施設の大半が調査区域外であった。従って本墳は東側周溝の一部を検出するに留まった。

周溝

周溝は現存長2・10m、幅0．47mを測る。地山褐色土を切り込み、その深さは5cmと浅く断面は皿状を

呈する。西側に向かってわずかに屈曲するため、主体部は東側に位置すると考えられる。調査区域外に

は2号墳石室が隣接するが、この古墳の周溝であるか、新規古墳のものか確認できなかった。

谷津原11号墳（第127図）

本墳は、調査区東側に位置し、谷津原丘陵の頂上

部平坦地、標高67m付近に立地する。南東1．5mには

6号墳周溝が隣接する。古墳は、後世の開墾で墳丘・

周溝等の外部施設が破壊され、主体部を検出するに

留まった。

墓墳

墓壕は前方部を中世の土坑によって破壊されたた

め、本来の形状と規模は不明である。現存で幅1．1m、

地山褐色土を切り込み、深さは25cmを測る。

石室

主体部である石室は開墾等により、天井石、側壁

の上部が欠失していた。また、石室前方部も土坑に

破壊され、その規模、形状については不明である。

しかし、前方の土坑底面から基底石の痕跡が左右共

に認められた。このため石室はこの位置まで達する

ものと考えられる。その規模は推定長0．75m、幅は内

法0．25mを測り、主軸方位はN－31。－Eを示す。石
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第127図11号墳検出状況図



材は奥壁、側壁、床面共に安山岩質の角礫を使用する。

奥壁

奥壁は、高さ50cm、幅70cm、厚さ30cmの五角形の安山岩質角礫一枚を広口に据えている0また、安

定を図るなめ、礫の先端を8cm程地山に埋め込み、さらに左側壁の基底石を噛ませ固定している0

床面

床面は撹乱を受け、散在した状況を示すが、墓場底面上に5～10cm大の扁平な角礫を敷石している0

側壁

側壁は、開墾等により天井石、側壁上部が欠失し、基底石のみ残存していた0基底石は50cm大の角礫

の横口面をすべて石室内に向け、左側壁では平坦面をそろえ設置している0石室の規模や構造から周辺

に隣接する妙見・室野坂古墳群、また愛鷹山南麓で確認されている小石室と同様な形態が想定される0

谷津原12号墳（第128・129・130・131図　図版55）

本墳は調査区中央、谷津原丘陵の南斜面部標高60～68m付近に立地する0後世の開墾や地形的条件から

墳丘はその一部を検出するに留まった。また、周溝・主体部については開口部付近を除き、その大半を

検出した。

墳丘

墳丘は、丘陵中腹部の傾斜地に立地しているため盛土の大半が流失していた0しかし、西側では周溝

と石室墓堀の掘削によって造られた墳丘の基底部が残存していた0東側は検出時の掘削により削平し、

確認することができなかった。

第128図12号墳墳丘図
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1．黒褐色土炭化物少量
2．黒色土　礫多量
3．黒色土　礫中量
4．黒色土　轢少量
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第129図12号墳検出状況・基底石平面図

周溝

周溝は、開墾時に撹乱を受けた石室開口部付近を除き検出された。石室周辺を幅1．30～2．35mの楕円形

プランをもって巡り、奥壁後方で墓場と接する特異な形状を呈する。その深さは奥壁付近で地山から95

cm、前方部付近で最大40cmを測り、断面は逆台形状を呈する。周溝は、丘陵中腹の傾斜に沿って築かれ、

石室前方では地山褐色土まで達し、奥壁後方では鏡石の頭頂部直上まで掘り込まれていた。天井石は奥

壁と側壁の残存状況からこのレベルで構架されていたと考えられ、このことから、古墳構築時には天井

石とほぼ同レベルに周溝底面が達していたと推側される。

墓場

墓場は、あたかも横穴墓のように丘陵中腹の斜面を掘り込み構築されていた。その形状はほぼ長方形

を呈するが、奥壁後方では墓場と周溝が接し、周溝の内円に沿って孤状を描いている。規模は現存長5．

10m、幅は奥壁手前2．90m、石室中央部2．80m、前方部3．00mを測る。深さは地山褐色土を掘り込み、残

存状況の良好な西側は検出面から86cmと深い。また、奥壁後方では周溝底面から深さ50cmを測り、底面

から2段階に掘り込まれていた。

石室

主体部である石室は後世の開墾による削平のため、石室内に天井石が崩落し、側壁も石室中央部から

前方部にかけ破壊されていた。また、閉塞・墓道都については削平され、検出することができなかった。

主体部は無袖式の横穴式石室と考えられ、丘陵斜面に軸を合わせ石室を構築している。石室は南東に開

口し、主軸方位はN－200－Eを指す。平面プランは長方形を呈するが、前方部にいくにしたがって開いて
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C
l黒褐色土黄色ブロック中量　　－
2褐色土　砂粒・黒色土粒中量　61・Om
3黒色土　炭化粒少量
4褐色土　砂粒中量
5黒褐色土炭化粒少量
6褐色土　砂粒中量
7黒褐色土褐色ブロック・炭化粒少量
8黒褐色土黄色ブロック中量
9黒色土　炭化粒少量
10黒色土　礫少量
11黒色土　褐色ブロック多量

第130図12号墳石室展開図
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いく。その規模は、現存長4．56m、幅は内法で奥壁手前1．05m、石室中央1．10m、石室前方部1．30mを測

る。石材は奥壁・側壁共に安山岩質の溶岩角礫を用い、床面には扁平な礫を使用する。

奥壁

奥壁は、高さ1．35m、幅1．05m、厚さ0．67mの安山岩質角礫1枚を広口積みに据えている。また、安定

を図るため石下欠損部を角礫で詰石し、奥壁手前の左右側壁を噛ませ固定している。

側壁

側壁は両側壁共に石積みの上部が崩落し、左側壁では基底石から2段目まで、右側壁では石室中央か

ら前方部までが欠失していた。側壁は遺存の良い右側壁の奥壁手前で高さ1．26mを測り、奥壁頂上とほぼ

同じレベルに達する。側壁の積み方は小口面を石室内に向けた乱石積みで、礫を垂直に積み上げ壁を構

築していた。基底石は石室内に小口、横口を向け、左側壁では平坦面をそろえ設置している。基底石、

奥壁の重なりを観察すると、まず、奥壁を設置し、奥壁から数えて1個目の左右基底石で固定、その後、

左右交互に石の長さと幅を調整しながら基底石を据えていった状況が窺える。側壁の裏込めは礫を用い

ず、右側壁は褐色土と黒色土を互層状に版築し、安定を図っていた。左側壁では石室検出時の掘削によっ

て墓堀の上部を消失したため、確認できなかった。

床面

石室内は確認された床面直上まで撹乱が及び、一面を確認するに留まった。しかし、撹乱土中には10

cmほどの角礫が多量に含まれ、また、石室中央部床面約15cm上から40cm大の角礫を検出された。その

上部から8世紀前～中葉と考えられる須恵器高台塔、嚢の口緑部片が確認された。これらのことから本

墳の床面は2面ないしは数面の追葬面あった可能性も考えられる。確認された床面は墓壌底面を黒色土

0　　　　　　　1m

第131図12号墳遺物出土状況図
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で整地し、その上に10～20cm大の扁平な丸石を敷く。敷石間には5cm大の角礫を詰石し、敷石を固定し

ていた。床は石室中央部で平坦面を形成するが、中央部から前方にかけて緩やかな傾斜をもち、その差

は10cmを測る。石室内からは溝等の排水施設は検出されず、開口部に向かって傾斜をもつことで石室内

の排水を行っていたのであろう。

遺物出土状況

遺物は石室内撹乱土から須恵器高台塔1点と大肇片が、床面から須恵器塔蓋1点、横瓶1点、土師器

ゴ不1点、刀子、鉄鉄、耳環の他、臼玉1点が出土している。

床面の遺物は、鉄鉄が石室後方に散在するものの奥壁手前にその集中（以下、鉄鉱群）がみられ、広

根系鉄がその主体を占めている。20cm前方には両頭金具が3点出土し、石室中央部では耳環1点、刀子

1点がみられる。また、前方部で須恵器杯蓋、横瓶、土師器杯がいずれも破砕した状態で検出された。

床面の一部が乱れていることから副葬品は元位置を保っていないと推測され、古墳築造時の埋葬状況を

復元することは困難である。また、本墳は石室外からの出土遺物が他の古墳に比べ豊富で、特に周構内

から須恵器類の出土がみられる。周溝覆土中から癒着した未製品の須恵器高台坪1点、高台坪破片が多

数出土している。石室周辺の覆土からも須恵器大要片がみられる。周溝内の高台塔は石室内高台杯とほ

ぼ時期を同じにしていることから迫葬時の墓前祭祀儀礼が想定される。

谷津原13号墳（第132・133図　図版57）

13号境は、谷津原古墳群の存在する同一丘陵上の東側に立地し、標高59～60mの南斜面部の浅い谷頭に

位置する。

蜜柑園の開墾により、墳丘の盛土部分や天井石は流失し、開口部付近は崩落している。残存していた

のは、奥壁1枚と側壁2段ないし3段目までの主体部であるため、石室の正確な全長は不明である。主軸

方位は、N－90－Eで、南に開口する横穴式石室である。造営時期については、遺物の出土が見られな

いことから、明確な年代を与えることができないが石室形態から7世紀後半頃としたい。

0　　　　　　　1m

第132図13号墳検出状況・基底石平面図
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第133図13号墳石室展開図
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1黒色土　粘性・しまり弱
2暗褐色土
3暗褐色砂貿土
4黒色土　粘性・しまり弱
5暗褐色土
6暗褐色粘質土
7黒色土　粘性・しまり弱
8黒色土
9暗褐色土轢少量
10黒色土　轢少量

0　　　　　　　　2m



墓墳

墓壕の残存長は3．75m、幅は奥壁付近で1・9m、開口部付近で2・19mを測る0墓場プランの検出面から

床面までの深さは、0．61mを測る0床面は、奥壁から開口部にかけて低く傾斜している。掘り方と側壁の

裏側は、0．2m前後の間隙がある0奥壁側の掘り方は、版築状に黒色土と褐色土が充填され、下端部に礫

を充填し、鏡石が倒れないように安定されている0側壁側の裏込めは比較的簡素であり、一部で基底石

と墓壕の間に礫を入れて固定されていた。

石室

石室平面形は長方形で、無袖の横穴式石室である0石室残存長は2・95m、幅は奥壁付近で0・85m、開口

部付近で0．92mを測る。

奥壁

奥壁は縦0．89m、横幅0．77m、厚さ0・40～0・50mの扇平な五角形を呈する角礫が1枚残存していた0鏡

石の平坦面を石室内に向け、広口に直立させて配置している0鏡石の幅が、石室幅に対して不足するた

め、奥壁の右側下端に幅0．25mの礫を横口に置き、その上に鏡石をのせ、幅を合わせている0

側壁

両側壁は、いわゆる「持ち送り」の技法で天井に近づくにつれ内傾して、積み上げられている0右側

壁の基底石は、0．50m～0．60mといった比較的大きさの揃った細長い石を用い、すべて横口に並べてい

る。左側壁は奥壁の安定を図るため、奥壁寄りの基底石を小口に配置し、残りの基底石は横口に配置さ

れている。このためまず奥壁を設置し、続いて両側壁の奥壁側から基底石を設置していった状況がみら

れる。

床面

床面は石室全面に敷石が施されている○奥壁から開口部にかけて1・85mまでは拳大の礫の平坦面を上

に向け整然と敷き詰められていた。さらに、そこから0・45mまでの範囲は径5cmの礫が敷き詰められて

いた。

無袖形の石室であるため、奥壁側に置かれた床面が遺体安置の場所と考えられる0

閉塞部

閉塞石は先端部が崩落により欠失してしまっており、全体像がつかめないが、1段残存していた0石

室幅に対して3～4個の河原石を並べていたと推測される0奥壁から開口部にかけて2・30mまで横口に

配置し、右側壁側の閉塞石は面を揃え小口に置き、側壁に密着していた0

谷津原14号墳（第134・135・136・137図　図版58・59）

14号墳は、13号墳よりも南西11mに位置し、標高58～59mの浅い谷の谷頭部に立地する古墳である0蜜

柑園の開墾により、墳丘の盛土部分は完全に流失し、開口部付近は、開墾による石垣構築のため破壊さ

れていた。残存していたのは、周溝と思われる溝状遺構や奥壁2段、側壁4段目までの主体部である0

したがって、主体部の全長は不明であるが、主軸方位はN－290－E、南に開口する横穴式石室と考えら

れる。主体部と周溝の位置関係から推定径7mの円墳であると推定される0

周溝

周溝は、奥壁側を楕円にとりまき、主体部の西側と東側部には、直線的に伸びた状態で検出された0

北側の周溝は検出面から幅0・5m、深さ0・14mを測り、西側は幅0・6m、深さ0・28m、東側は幅0・62m、深

さ0．18mを測る。斜面を下るにしたがって浅くなり、下方では確認されなかった0断面はU字形で、周溝

内には黒色土が堆積していた。
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第134図14号墳墳丘図

墓墳

墓壕の平面形は奥壁コーナーと右側壁の一部で張り出しており、不整形ではあるが長方形を呈する。

墓填残存長は4．37m、奥壁側で幅2．46m、中央部で2．05mを測る。掘り込みの深さは最も深い部分で0．98

m、中央部で0．75m、閉塞石付近では0．55mと開口部に近づくにつれて浅くなっていく。

石室

石室残存長4．00m（3．21m）幅は奥壁付近で0．85m、中央部0．99m、閉塞石1．04mを測る。石室平面は、

開口部にいくにしたがって広がり、台形を呈する。特に右側壁側の広がりが著しい。

奥壁

奥壁は2枚で構成される。下段は縦0．95m、幅0．72m、厚さ0．35mの扁平な台形を呈する鏡石を直立さ

せ、石室掘り方に接するように据えられていた。その上段には縦0．95m、横0．72m、厚さ0．35mの大型の

5角形を呈する巨石を広口に置き、内傾させている。上段の石は、両側壁と噛み合わせる状況がみられ、

奥壁も持ち送り技法で積み上げられていると考えられる。奥壁の裏込めには、上段の石の部分に細長い

礫が詰められていた。

側壁

側壁の残存状況は、奥壁側から開口方向に向かって1．5mまで4段が残っていたが、その前方は2段な

いし基底石のみが残存していた。最もよく残っている部分での高さは、床面から1．14mを測る。奥壁の状

況から、この上に天井石が架構されていたと推定される。

右側壁は、長さ0．50m～0．60mの細長い石を横口に設置し、段を重ねるごとに石材が大きくなってい

く。特に奥壁より3段目と4段目の石は巨石を内傾させながら小口積みに設置し、上段の内傾された奥
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1黒色土
2褐色土
3黒色土
4暗褐色土
5黒色土
6褐色土
7黒色土
8黒色土
9暗褐色土
10黒色土
11黒色土

礫中量
粘性・しまり弱
褐色ブロック少量
粘性・しまり弱
暗褐色ブロック少量

褐色粒子中量
粘性・しまり弱
褐色粒子微量
粘性・しまり弱

0　　　　　　　　1m



1m

第136図14号墳検出状況・基底石平面図

壁を支えている。側壁の裏込めは根石が3・4段目の石材よりかなり小さいため裏込めはかなり多量に

充填されている。

開口部から0．40mから0．50mの細長い石を横口に設置し、右側壁と同じように段を重ねるごとに石材

が大きくなり、巨石を小口積みに設置している。裏込めは右側壁と比べると簡素である0

床面

床面は1面で、敷石を閉塞石まで全面に施している。人頭大の礫の平坦面を上に向けその間に拳大の

礫を充填している。

閉塞部

閉塞部は横0．72m、縦0．56m、厚さ0．25mの鏡石状の長方形の石を広口に置き、石室内に平坦面を向け

直立されていた。鏡石状の石が石室幅に対して不足するため、細長い石を鏡石状の石の平坦面に揃えて

小口に置いている。また閉塞石の下端が敷石よりも下がり、閉塞石の動いた形跡もないことから石室構

築時に据えられていたと考えられる。

遺物出土状況

遺物は主体部外からの出土はなく、石室の右側壁寄りに床面から須恵器4点と玉類13点が出土した。

奥壁から0．7m付近で、杯蓋が1個体出土している。その坪蓋の周辺からは、ガラス小玉6点、稟玉3点、

勾玉1点が集中して出土した。奥壁より1．5m付近の右側壁寄りで床面より浮いた状態で平瓶が1個体、

須恵器の破片が2点出土した。

破魔射場1号墳（第138図　図版60）

1号墳は、標高50mの0－15グリット南半部分に位置する。墳丘の盛土部分や側壁は流失していたた

め、表土を除去するとすぐに石室の基底石であった。また奥壁は抜き取られ、開口部付近は撹乱が及び、
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第137図14号墳遺物出土状況図

石室の正確な全長は不明である。主軸方位はN－900－Eをとり、東に開口する無袖の横穴式石室であ

る。

墓場

墓場の残存長は4．33m、幅は奥壁付近で1．59m、開口部付近で1．57mを測り、平面プランは長方形を呈

する。墓場と基底石の裏側には0．10m前後の間隙があり、石室裏込めは、比較的簡素であった。基底石の

裏側には拳大程の礫を詰めていた。また、基底石の間には細長い礫を小口に積み、固定している。墓場

プランの検出面から床面までの深さは、奥壁部分で0．1mを測る。底面は、開口部から奥壁部分にかけて

微かに低く傾斜している。

石室

無袖式の全面敷石の横穴式石室で、両側壁の基底石が残存している。周辺の撹乱からは石室に使用さ

れたと思われる石材が散在していた。規模は、石室残存長3．78m、幅は奥壁手前付近で0・67m、開口部付

近で0．73mを測る。基底石は細長い石を横口に積んでいる。床面は拳大の礫を比較的面を揃え、全面に敷

かれている。また、右側壁の1部の基底石下部には、沈降しないよう平石が3個並べられていた。

1号墳周辺の丘陵部には、山王古墳群や谷津原古墳群が存在するが、地形的条件や主軸方位の違いな

どから、この破魔射場遺跡の平坦部に、新規の古墳群が存在したと考えられる。遺物は石室内部やその

周辺からはみられなかった。造営時期については、遺物の出土が見られないことから明確な年代を与え

ることができないが、類似する山王古墳群の石室形態から7世紀中頃～後半と考えたい。

溝状遺構（第139図　図版49－2）

本遺構群は調査区西部から中央部にかけて4本が確認された。その分布は大型の溝であるSD－01●02

が7・8号墳の中間、頂上平坦面から斜面上部に位置する。SD－03が8・9号墳の中間に位置し、SD－

04は9号墳周溝西側3m、頂上平坦面から斜面にかけて、SD－05は9号墳南側3．00m、斜面中腹部に位

置する。溝状遺構はすべて北西から南東方向にかけて走るが、軸方向は異なる方位を示す。

SD－01

本遺構は、7・8号墳の中間を北西から南東に向けて直線に走る。北端は調査区外に延び、南端は丘
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陵斜面に向かうが撹乱され、その全容については不明である。検出された長さは16．20m、幅北側1・02m、

中央部2．20m、南側斜面1．28mを測る。検出面である地山褐色土を掘り込み、深さは15～74cmを測り、

断面はU字状を呈す。溝は北西から南東にかけて低く傾斜し、底面は床面のように硬くしまっていた。

SD－02との新旧関係はSD－01との切り合いから、SD－01が新しい時期である判断した。古墳との位置

関係から7号墳周溝、ないしは6・7号墳の墓域を区画するための溝とも考えられるが、全容が確認で

きていないためその性格については推測の域を出ない。また、遺物の出土がなく、覆土等による時期も

明確でないことから、造営年代を確定できなかった。

SD－02

本遺構は、7・8号境の中間を北から南に向けて蛇行しながら走り、北端から10．80mで南東方向に大

きく屈曲する。北端はSD－01に切られ、南端は斜面に向かうが撹乱の影響を受け、その全容については

不明である。検出された長さは15．80m、幅は北側2．00m、屈曲部手前2．00m、南端0．98mを測る。検出

面である地山褐色土を据り込み、深さは24～79cmを測り、断面は逆台形状を呈する。溝は北東方向から

南西方向にかけて低く傾斜し、底面は床面のように硬くしまっていた。

SD－01と同様、古墳群に付属する施設とも考えられるが、その性格については明らかでない。また、

遺物の出土がなく、覆土による時期も明確でないことから、造営年代を確定することができなかった。

SD－03

本遺構は、8号墳から西5．52m、9号墳石室から東5．80mとほぼ中間に位置する。南北両端共に撹乱さ

れ、全容は不明であるが、残存長3．72m、幅1．4mを測る。溝は北東方向から南西方向に走り、現存部の

北端から1．10mで屈曲し、南に方向を転じている。地山褐色土を切り込み、深さは5～15cmと浅く、断

面はU字状を呈する。本遺構もその性格について明らかにできなかった。また、遺物の出土がなく、覆土

等による時期も明確にできないためその年代を確定できなかった。

SD－04

本遺構は、9号墳石室から西3．80m、10号墳周溝から東5．48mの、丘陵中腹部斜面に立地する。南北両

端共に撹乱されていたため、全容は不明であるが、検出長2．32m、幅0．74～1．04mを測る。溝は北西から

南に微かに湾曲しながら走る。地山褐色土から5～12cmと浅く、断面は皿状を呈する。後述するSD－05

と方向が一致し、位置が近接することから連続する遺構と考えられるが、中間部が後世の開墾により破

壊され、不明である。また、遺物の出土がなく、覆土等による時期も明確にできないため、遺構の時期

を確定できなかった。

SD－05

本遺構は、9号墳周溝西に近接、10号墳東2．36mに位置し、丘陵頂上平坦部から斜面部にかけて立地す

る。南北両端共に撹乱を受け、全容は不明であるが、検出した長さは2．72m、幅0．92～1．68mを測る。溝

は北から南にかけて走り、検出面の地山褐色土から15～20cmと浅く、断面は皿状を呈する。前述した

SD－04に連続するものと推測される。

階段状遺構1

本遺構は、調査当初、新旧が切り合う土坑群を想定していたが、平面プラン及び断面による観察にお

いて土坑の切り合い関係は認められなかった。

このため本書ではこの遺構を一連のものとして捉えその平面・段面形態から便宜上、階段状遺構と呼

称することとした。

規模・構造

本遺構は、8号墳南0．70m、溝状遺構2の西3．50mに位置し、丘陵斜面部標高66．5mに立地する。その

形状は斜面南東から段々に幅30～55cmの平坦面が連続した、階段状を呈する。平坦面の連続は北0・80m
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で東西に分かれ、その東側は8号墳墓道南端に向か

う。墓道の一部として急傾斜を昇降するためこのよ

うな形状を採用したとも考えられるが、8号墳墓道

と連結していないこと、また、本遺構に伴う遺物が

みられないことから推測の域を出ず、その性格につ

いては明らかでない。

SF－03（第140図）

本遺構は、調査区ほぼ中央に位置し、丘陵平坦部

の標高68m付近に立地する。南東4．0mには谷津原11

号墳が、西13．0mに第7号墳が位置する。遺構の南半

は、確認調査時のトレンチにより削平され、消失し

1．黒褐色土黄褐色粒子少量・白色粒子多量・炭化物微量

0　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
ト　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

ていた。

規模・構造　　　　　　　　　　　　　　　　　第140図　SF－03黒曜石埋納土坑

本遺構は確認調査時の掘削により、南半が消失したため、本来の形状・規模を明らかにすることはで

きなかった。現存長南北で1．06m、東西0．76mを測り、平面プランは長楕円形を呈していたと考えられる0

地山褐色土を掘り込み、その深さは最深で26cmを測る0覆土は黒褐色土一層であり、レンズ状の自然堆

積の痕跡が認められないことから、人為的に埋土されたものと推定される0

遺物出土状況

土坑の西端から黒曜石原石6点が出土した。覆土から縄文時代中期後半の土器片が出土していること

から、中期の土坑と考えられる。

表9　石室計測表

古墳名
立地 墳丘規模（m ）

周溝形状

、　百 墓堰形状

墓埴長さ（m ）
塞填幅

主体部 石室長 （m ）敷石等内部施設
残存状況 時期

墳形 墳丘高 周溝幅（m ）

周溝深さ

田
墓場深さ

開口方位 石室幅 閉塞施設

谷津原 6 号墳

頂上平坦部 右側壁側一部

長方形

8．25 無袖横穴式石室 8．25 全面敷石
石室根石 第III期中葉

円ヽ形 0．53

0．08

3．25

0．5

N －240－W 1．38 2 列 2段

谷津原 7 号墳

頂上平坦部
長方形

8．1 無袖横穴式石室 8．25 全面敷石
石室根石 6 C 後半

－
－

3．12

0．3

N －390－E 1．38

谷津鹿 8 号墳

頂上平坦部
華方形

5．94 無袖横穴式石室 5．02 全面敷石

1石室根石 第III期後葉
－

－

2．15

0．15

N －400－E 0．64 1段

谷津原 9 号墳

頂上平坦部 ．（7．5）×（6．8） 両側壁側
長方形

5．16 無袖横穴式石室 5 ．05 全面敷石
石室根石

6 C 末

－ （1．3）

（0．11）

1．85

°　0．4°

N －46．50－W 0．6 2 列 2 段 ～ 7 C 前

谷津原10号墳

頂上平坦部 一部

－

－
．無袖横穴式石室 － －

．周溝一部 －
－

－

0．47

0．05 － －

谷津原11号墳

頂上平坦部 －
長方形

（1．09） 小石室 （0．98） 全面敷石 石室根声
第Ⅴ期

－
－ －

（1．1） N －310－W （0．25） 中世土壌

と切り合 う

谷津原12号墳

南斜面中腹 － 一半円状
不整長方形

（5．1） 無袖横穴式石室 （4．65） 全面敷石
‘・側壁 4段

第III期末葉

楕甲 2．35

0．9

3．0
（0．86）

N －200－E ．1．3　‾ ∴第Ⅳ期前

谷津原13号墳

南斜面中腹 －
不整長方形

（3．75） 無袖嘩穴式石室 （2．95） 全面敷石

l側壁 3段
第IV 期前

－
－

2．19
（0．61）

N － 9 0－－E 0．92 1 段 ～後

谷津原14号墳

南者斜面中腹 半円状

不整長方形

（4．37） 無袖横穴式石室 （4．0） 全面敷石
側壁 4 段 第ⅡI期後葉

0．62

0 ．28

2．．46

（0．98）

N －29。－E 1．04 段構造

破魔射場 1号墳

破魔射場C－1区 － －
長方形

（4．33） 無袖横穴式石室 （3．78） 全面敷石
石室根石 7 C

－ 1．59
（0 ．1）

N －900－E 0．73
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第Ⅵ葦　北久保遺跡の調査
第1節　芳野庵の概要

平成9年2月から8月までの7ケ月間に実施した12，500m2に及ぶ発掘調査で、近代（明治時代）の44

基もの遺構の発見という成果を得た。近代の遺構は「芳野庵」に関わるもので、大きく3つに区分され

る。1つは芳野庵の建物に関わるものである。建物の基礎、煉瓦組遺構がこれに当たる。2つめは建物

に付随する庭園施設に関するものである。これにはセメント遺構や石組遺構などがあげられる。さらに

3つめとしては、土管を用いた導水施設を主とする地下埋設物がある。芳野庵はその本館である古絡荘

の庭園内を流れる遣水を確保する目的を有しており、調査区内には約1000m2の貯水池が存在する。その

貯水池に吉津川から水を引き入れたり、貯水池から古硲荘へ導水したりするための土管や鋳鉄管が地下

埋設物として検出された。

芳野庵は明治42年、宮内大臣田中光顕が富士川町岩渕に建設した別荘「古硲荘」hの離邸である。現在

は、その一部が東名高速道路富士川サービスエリア建設によって削平され、他は蜜柑園が一面に営まれ

ており、わずかに貯水池と石組竪坑が残っている。田中光顕は幕末、坂本龍馬、中岡晋太郎とともに倒

幕に奔走した土佐藩出身の武士である。維新後、明治政府に出仕し、会計官監督司知事、陸軍会計監督

長、内閣書記官長、警視総監などを歴任し、明治31年に56歳で宮内大臣となる。大臣を務めた11年間、

全国各地に天皇家の避暑・避寒のための御用邸や離宮を建設している。また、東宮御所（現在の迎賓館

赤坂離宮）建設もこの時期に行っている。役職を辞した後、明治42年、富士川町岩渕に古絡荘を建設し、

大正3年、72歳で古絡荘に隠退する。古硲荘は敷地面積16000坪の中に約1000坪の建坪を誇る本館建物と

庭園からなる大規模な別荘である。建物は書院造りの大広間を中心に3つの中庭を囲む回廊式のプラン

となっている。内部は各所に贅沢な用材・銘木を使用し、輸入品や西洋式工法なども取り入れた伝統的

な様式に捉らわれない奇抜な意匠が随所に施されている。また、当時としては珍しい水洗式トイレや電

気設備、給湯設備も整えられていた。庭園は南側回廊式日本庭園と北側果樹園・温室からなる西洋式庭

園とがある。日本庭園は河岸段丘の傾斜をうまく利用し、富士山、富士川を借景とし、流れと滝を配し

た構成で造園されている。また、給排水、電気設備は、造成工事の段階から計画的に施工され、地中に

埋設されており、高度な造園・土木手法が使われている。

古硲荘には芳野庵の他にもう一つの離邸一葉庵がある。一葉庵は古絡荘の飲料水と防火用水を供給し

ており、ここにも芳野庵同様、庵と庭園、そして導水施設と貯水池が設けられていた。

芳野庵の当時の様子を知るための史料として、大正5年（1916）の「古硲荘水道電線敷設表示図」と

大正8年（1919）の「芳野庵平面図」（共に財団法人野間奉公会所蔵）があり、これらの史料により当時

の建物や庭園、地下埋設土管等の状況を見ることができる。

「古絡荘水道電線敷設表示図」（第144図）では、調査区西端の吉津川取水口より引き入れた水が一旦

全て貯水池に貯めていることが示されている。また、貯水池からは古硲荘の庭園へ導水する本管と芳野

庵の庭園の遣り水のための土管が延びている。管の分岐点には井戸状の集水升が設けられており、さら

に所々にバルブを設置して、水量の調節を図っていたことがわかる。これとは別に、芳野庵の建物には

勝手用水、便所用水、鉢前用水が引かれていることも見て取れる。

「芳野庵平面図」（第142図）では、芳野庵の本管建物と付属建物、少し北に留守居宅建物と付属建物

の存在が記され、庭園の池泉や庭石の配置、石垣や石段など庭園の状況が詳しく措かれている。
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第141回　古糸荘周辺位置図
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第142図　芳野庵平面図
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留守居番宅

第143図　芳野庵本館建物・留守居番宅
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第2節　遺構の概要

北久保遺跡D地区の現況は石垣によって大きく2つに区画されており、調査区はこの区画に合わせ、

南西から北東にD－1区、D－2区、D－3区（以下、それぞれ1区、2区、3区と略記）と区分した。

遺跡の層位については、遺跡中心部にあたる1区では、第1層　耕作土（黒褐色土）、第2層灰褐色土

（芳野庵地下埋設物遺構検出面）、第3層褐色粗砂、第4層黒色土（平安時代包含層）という基本層序を

確認した。2区では、耕作土下が芳野庵築造に伴う大規模な盛土となっており、盛土上から芳野庵遺構

を検出している。3区は、耕作土下が河床となっており、芳野庵建設に伴って付け替えられた旧吉津川

の流路であったと考えられる。

以下、本遺跡で検出された明治時代の各遺構について、その分類と各遺構の概要を述べる。

遺構は大きく4つに分けられる。1つめは建物に関わるもので、基礎、煉瓦組、石列がこれに当たる。

基礎は2基検出し、それぞれ本館と留守居番住宅のものと考えられる。「平面図」（第142・143図）によ

ると本館は南北2間半、東西5間半で東側に南北一間半、東西半間の便所と西側に南北一間、東西半間

の便所がそれぞれ設けられている。基礎は南北に一列、一間幅に3個の配置で6個検出している。さら

にそれとは別に西側からやや不規則に6個検出されている。一方、留守居番住宅は南北2間、東西4間

で東側に南北2間、東西1間の張り出し部分が付く。2基の基礎は、絵図にある建物の位置とほぼ符合

する形で検出されている。また、煉瓦組は本館跡より2基検出されており、建物の東西両端に1基ずつ

設けられている。東側の煉瓦組遺構は2つの煉瓦組構築物とそれをつなぐ土管により構成されており、

これらを合わせて1基の遺構とした。検出された2基の煉瓦組は、位置と構造から両者とも便所として

使用されたものと推察される。さらに、石列は本館の西側と東側から1基ずつ本館に沿って、共に平行

な状態で検出された。西側の石列は本館の角でL字状に屈曲している。これらは敷地を区画する意図で

本館の周囲に配されたものと考えられる。

2つめは庭園に関する遺構である。庭園は本館の南側に広がり、面積は約5，200m2を測る。その内、調

査は庭園北側部分の1，500m2について行った。調査面積は庭園全銀の3割にも満たないが、調査地は庭園

の中心部に当たり、遣水跡を中心に築庭当時の姿を想定することができる。検出された遺構は遣水跡、

苑路、排水施設のための土管と集水升、石組竪坑である。土管と集水升は、つながる全ての部分を1基

の遺構とした。その際、それぞれの遺構を構成する土管と集水升には個別の種類名を記した。ただし、

井戸については土管とのつながりが確認できたが、その用途は庭園に関するものだけでなく、古硲荘へ

の導水の水量調節機能も併せ持っているため、あえて区別し個別の遺構とした。

3つめは古絡荘への導水に画する遺構である。芳野庵はその主な建造目的に、先述した古絡荘の庭園

遣水の水源確保並びに導水があげられる。このための機能を有した施設であり、検出された遺構は吉津

川から貯水池への取水施設、貯水池から古硲荘への導水施設、貯水池の水量調節施設、導水施設の水量

調節施設等である。

4つめは石垣、石段である。石垣は1区、2区、3区の境にそれぞれ構築されている。特に、1区と

2区の境にある石垣は、盛土の土留めとして構築されたと考えられる。石段は石垣の昇降のためのもの

である。石垣と石段は築庭当時の姿をとどめたまま調査区の現地形を形作っており、現地での調査はそ

の中の一部を抽出して図化する形をとった。

以下、それぞれ個別の遺構についての記述を進めるが、土管を用いた遺構と石組溝についてはその用

途が全て明確となったわけではないため、上記に掲げた4つの分類を基本としながら、形態及び構造に

よる分類により「排水施設」としてまとめて記載する。
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第145図　D地区全体図
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貯水池

第146図　D－1区本館建物跡全体図
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貯水池

第147図　D－1区地下埋設物全体図
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第148図　D－2・3区全体図
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1　建物跡

（1）基礎

1号基礎（第149図　図版63）

芳野庵の庭園北側、E－14～E－15グリットに位置する建物基礎である。平面規模は6・72×10・48mを

測り、基礎は全部で12点検出された。確認面の標高は46．55～46．83mを計測する。基礎は1辺40～50cm

の方形に区画した掘り方内に直径20～30cmほどの扇平な河原石を中心に、周囲に8～10cmほどの河原

石が並べられているものが5点、方形の区画が崩れ、周囲の石がやや散漫に広がっているか、少なくなっ

ているものが3点、中心の石だけ残っているものが2点、周囲の石のみ残っているものが2点と様々で

ある。よってこれらの礫が礎石として機能していたか判断は難しいが、周囲からホゾ穴を有する玉石や

太柄と思われる鉄棒の組み込まれた玉石が確認されていることから、礎石の下部に当たる根石であるか、

もしくは角材を横に置いた土台立ての下の延べ石として配された可能性も考えられる。間尺は東端の南

北の並びから判断すると、曲尺6尺を一間とする関東間を基準にしており、一間もしくは半間の間隔で

設置していることがわかる。なお、中心となる扁平石だけのものや周囲の石だけ残っているものは、現

位置が保たれていない可能性も考えられる。南北辺の方向は東へ6．5度傾く。

「平面図」と重ね合わせると、基礎は本館建物のものであることが確認できる。東端の南北に並ぶ基

礎は建物の東隅に当たり、南北両端の基礎は建物の軒下部分に相当し、絵図に措かれている南北2間半

の梁行と符合する。東西の桁行に関しては、検出された基礎が少なく、かつ位置が多少動いていること

が想定されるため、詳細は不明である。ただし、「平面図」によると東西の桁行は6間半であり、検出さ

れた基礎はその中におさまる。

毒
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第149図　1号基礎
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2号基礎（第150図　図版64）

D－3区のN－19～N－20グリットに位置する掘建柱建物跡である。平面規模は5・52×7・2mを測り、

柱穴は合計17個検出された。確認面の標高は40．78～40．93mを計測する。個々の柱穴の掘り方は方形で、

1辺30～60cm程である。15個の柱穴では深さ20cm程の底部から扇平な河原石を用いた根石が検出され

ている。また、7個の柱穴では桂根が明瞭に把握できる。さらに、柱根底部に釘の刺さっているものも

みられ、根石上面に釘の痕跡が確認された。釘は柱が根石からずれることを防ぐために、太柄として用

いられていたと考えられる。

配置は大まかに分けて南北に3列に並ぶ南東部分と北に半間ずれている北西部分とに分けられ、南東

部分は東西方向では1間半に3個、南北方向では1間半に3個と北側1列は半間の間隔で設置されてい

る。北西部分は検出された柱穴が5個と少なく明確ではないが、間隔は南東部分と同一であろうと思わ

れる。間尺は曲尺6尺を一間とする関東間を基準にしている。

基礎の南側に位置する瓦質の賓は、打ち欠いた底部にモルタルが施してあり、上部はかなりの部分が

削平された状態で検出された。用途は便所の便槽と思われる。

「平面図」と対比させると、本施設は留守居番住宅跡にほぼ符合する。南北に3列に並ぶ南東部分は

四畳半の畳部屋と押入、土間に当たり、北西部分は八畳の畳部屋に相当する。絵図に描かれている土間、

風呂、便所が位置する建物東側部分にあたる柱穴は確認されなかった。
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（2）便所跡

1号便所跡（第151図　図版65）

D－15グリットに位置し、1号煉瓦組と2号煉瓦組、そして両者をつなぐ1号土管、さらに1号土管

に接続する2号土管とで構成されている。本館建物の東側に設置されていた便所跡である。

1号煉瓦組は残存段数2段で、1段目の煉瓦は平を天地に配置したコの字形で検出された。本来は方

形を成していたものと思われる。2段目は長手面を天地に配置し、1号土管上部は凸形に張り出してい

る。2段目煉瓦上面には目地の痕跡が認められるため、3段以上の段数を有していたことが窺える。内

法寸法は82cm、深さは最大で19cmを測る。内壁は石灰を混ぜたセメントを塗り補強してあり、底部は石

灰モルタルの上にセメントを施してある。

1号土管・2号土管は底部の石灰モルタルの下に埋設されている。1号土管は外径約14cm、厚さ約1

cmのものを用い、先端部には曲がり管を接続しており1号煉瓦組から2号煉瓦組へ汚物が流れ込むよう

に傾斜を付けて埋設されている。これよりやや細い2号土管は、1号煉瓦組東端で1号土管に接続され

ており、接続部にはセメントが施されている。先端部は控乱により消失しており、その形態は不明であ

るが、おそらく1号土管と同様に曲がり管の口を上に向けた構造をとっていたものと思われる。

1号煉瓦組は方形に構築し、残存段数は18段を有する。組積法は長手積みで、内法寸法は0・85m、深さ

は1．95mを計測する。目地には石灰を混入したセメントモルタルが使用されている。西側壁面には1号土

管が敷設されている。

本便所跡が現存する古硲荘の便所と同様な構造をとっていた可能性は高く、その場合、入口を入った

ところに小便器、その奥に大便器が設置されていたことになり、2号土管は小便用、1号土管は大便用

と考えられる。2つの土管の径の違いはそれぞれの用途に合わせたものと思われる。また、汚物は水と

共に土管を通って2号煉瓦組に溜められる仕組みの便所であったと推察される。「平面図」との対比では、

2号煉瓦組は建物外に設けられていたことがわかる。
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2号便所跡（第152図）

E－14グリットに位置し、3号煉瓦組と4号煉瓦組とで構成される、本館建物西側の便所跡である。

検出された遺構は上部の3号煉瓦組と下部の4号煉瓦組の2つに分かれるが、本来この2つは階段状あ

るいはスロープ状につながっており、1つの煉瓦組として機能していたものと考えられる。

3号煉瓦組は残存段数4段で、平を天地に配した長手積みで構築されている。平面形は長手面を1辺

としたコの字形を呈し、規模は0．5×0．4m、深さ19cmを測る。内部から煉瓦組上面にかけて一連にセメ

ントが塗られており、このことから煉瓦組は4段で

完結していたものと考えられる。床面は煉瓦組2段

目と3段目の境にセメントで造られており、4号煉

瓦組の方向へ流れるよう傾斜をもたせている。目地

にはセメントを石灰で増量したモルタルを使用して

いる。明治40年代にはセメントは高価であり、セメ

ントの代用として石灰を混入していたと考えられ　A

る。

4号煉瓦組は方形に構築し、外寸は最大で0．7×0．

69mを計測する。煉瓦は東側に2つ西側に1つそれ

ぞれ平を天地に配した状態で検出された。煉瓦の上

面には目地のモルタルが認められることから2段以47・Om

上の構造を有していたと思われる。内部はセメント

により覆われている。

「平面図」によると本施設は本館西側の便所跡で

あり、3号煉瓦組の上部には大便器が設置されてい

たと推測される。4号煉瓦組部分は便槽に当たり、

屋外に設置されていたものと思われる。　　　　　　　　　　第152図　2号便所跡

1号便所跡と2号便所跡で使用されている煉瓦は、現在のJIS規格のものより明らかに大きく、これは

外国人技師の指導による寸法であり、東京形（7寸×3寸5分×2寸）に近いものと考えられる。また、

蜜柑色煉瓦と肌色煉瓦がほとんどであり、焼きむらが認められることからも、小さな窯で薪で焼かれた

手作りの煉瓦であると言える。なお、煉瓦についての詳しい記述は遺物編で述べることとする。

（3）石列

1号石列（第153図　図版63－1）

D－13～E－14グリットにかけて南北に構築され、北側で東へ直角に曲がる。長さは南北に9．6m、東

西に3．44m、幅は最大で0．4mを測る。20～50cmの河原石を外側に面をそろえて配置しており、一部2

～3段に積まれているところがある。本館建物跡西側に位置し、建物跡に沿って検出された。「平面図」

でみると、本館建物の区画割りに符合する。

2号石列

E－15グリットに南北に構築され、北側半分では石列が向かい合わせになった溝状を呈している。長

さは内側の石列が2．92m、外側の石列が1．76mである。本館建物東側に位置し、1号石列同様に建物跡に

沿った形で検出されている。「芳野庵平面図」では、本館の区画割りと重なるため石列としたが、その形

態からみると排水施設や雨落ちである可能性も考えられる。
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2　庭園施設

（1）遣水跡

「平面図」には、庭園南側に端を

発する一条の遣水が蛇行しながら北

流し、本館手前で東にやや流路を変

えて庭内をめぐり、流れの中に沢飛

びや影石を所々に配置した水景に富

む庭園の様子が描かれている。調査

によって明らかとなった発掘庭園

は、地形的に高い部分はほとんどが

削平されており、本庭園の重要な構

成要素である遣水についても部分的

な検出にとどまるものである。

以下、検出された4基の遣水跡に

ついて上流部分から順に記述する。

1号遣水跡（第154図　図版66－1）

調査区南端、A－14～A－15グリットで検出された遣水の底部と緑部分である0粟石を敷き詰めた上

に全面にセメントを施した構造で、漏水を防いでいる0セメントは5～10cmの厚さを有し、周囲が緩や

かに立ち上がっており、ハート型の皿状を呈している。緑は最上部の高さで0・55mを測る0底部は北側部

分が一段下がる形で窪んでおり、窪み部分はセメントの質が異なり、他の部分より礫の混入が少なく、

細砂状の脆いものが使われている。流れの幅は最大で4・5m程と推察される0線には影石と思われる0・

5～1．2m程の河原石がセメント上部、あるいはセメントに組み込まれて検出されている0また、緑上部の

セメントには影石の据付穴も1カ所確認されている。

「平面図」によると、本遺構は流れの蛇行部分にあたり、他と比べ流れの幅が幾分広くなっており、

流れは南西から北に向かっている。

2号遣水跡（第155図　図版66－2）

1．4m程の影石と4カ所の遣水底

部で構成される、C－15グリットに

位置する遺構である。遣水跡はどれ

もセメントで造られており、セメン

ト下に栗石を敷き詰めた痕跡は認め

られなかった。セメントの厚さは2．

5～5cmで、緑の立ち上がりはほと

んど残存していない。使用されてい

るセメントは2cm程の礫を多量に

含む細砂で青灰色を呈している。

「平面図」では流れの中に影石を

置き、影石を挟んで細長い陸地が中

島状に設けられている部分にあた

る。

0　　　　　　　　1m
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3号遣水跡（第156図）

C－16～C－17グリットに位置する、セメントで造られた遣水底部である。平面規模は4．56×3．12mを

測る。断面形は皿状を呈し、北側に向かってやや深くなっている。縁の部分は削平を受けほとんど残存

していない。使用されているセメントは2号遣水遺構と同様のもので、2cm程の礫を多量に含み青灰色

を呈している。中央部やや東よりにある

直径約1．1mの円形の穴は、蜜柑木の植樹

による撹乱である。

「平面図」によると、本館に向かって

北流していた流れが、東に向きを変えて

流れていくほぼ中間に位置し、流れの中

央部には中島状の陸地が流路に沿って設

けられている付近に照合し、水深は比較

的浅い部分になるのではないかと考えら

れる。

現存する古硲荘庭園では、遣水の底部

ら護岸部は、本遺構と同様のセメントを

用いて築かれており、規模の大小こそあ

れ、遣水の構造は似通っているのではな

いかと思われる。また、古硲荘では遣水

底部のセメント上に2～4cm程の玉石

が一面に敷かれており、本道水遺構にも

本来は同様の玉石が施されていたものと

推測される。

4号遣水跡（第156図　図版66－3）

調査区東部、D－18グリットに位置し、

遣水流末部にあたる排水施設である。平

面規模2．3×1．57mの長方形の升型を呈

する。モルタルを混合したセメントで構

築されており、礫の混入はごく少数であ

る。底部北側よりに3号土管が埋設され、

周囲から水が流れ込むよう土管に向かっ

て床面に傾斜が付けられている。深さは

最大で0．43mを測る。土管は西隣の1号

竪坑に接続している。

「平面図」との照合によると、庭内を

流れた遣水は本遺構に集まり土管を通っ

て排水されており、また、「表示図」には

1号竪坑に集められた排水は被覆溝渠を

通り、再び吉津川へともどされる構造が

記されている。

3号遺水跡

4号這水跡

A．這lき

第156図　3・4号遣り水
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（2）道路状遺構（第146図）

庭園北側のD－16～D－17グリットに位

置し、東西に敷設されている。長さ19．3m、

幅最大3．5mを測る。40～50cm程の河原石

が石列状に配され、北側には石列に沿って

2～20cm程の大小様々な礫が敷かれてい

る。石列は基本的に1段で構築されており、

一部2段組を形成する。中央部から西側に

かけて6m程石列の並びが崩れ、礫が散漫

に広がっている部分があるが、本来は一列

につながっていたものと推測される。

「平面図」では符合する施設は記されて

おらず、その性格は確定できないが、構造

から苑路である可能性が高いと思われる。

3　導排水施設

（1）排水施設

1号排水施設（第157図　図版67）

D－14～B－16グリットに位置する、4

号～7号土管と1号升で構成される排水施

設である。4号土管は東南から北西方向に

約34．5mの長さを測る。土管単体の形態は

外径約14．2cm、厚さ1．2～1．4cm、長さ64

cmの小型のものと、外径約28cm、厚さ2

～2．5cm、長さ66cm前後のやや大型のもの

があり、この2種類を途中でつないで敷設

されている。小型の土管の中には垂直に立

ち上がる土管を接続したものと、接続する

ための円形の穴を有するものがあり、遣水

の流路にあたることから、水量調節を図る

ための排水施設であると思われる。

5号～8号土管の単体の形態はどれもほ

ぼ同一で、外径約15cm、厚さ1．2～1．5cm、

長さ約65cmのものを用いている。

7号土管の取水口にはセメントで方形に

構築された1号升が設置されており、セメ

ントには石灰が混入され白色を呈している。

このセメントは個々の土管の接続に用いら

れているものと同様のものであり、芳野庵

庭園内施設で至る所に使用されている。

「平面図」によると1号升は遣水の流路

から大きく外れており、遣水の排水に用い 第157図1号排水施設
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第158図　1号排水施設接合部分図

－180－



られたものかどうかは不明である。

「表示図」には本遺構に照合する施設は描かれておらず、絵図から用途を特定することはできなかっ

たが、本遺構の土管は全て4号土管に接続され、4号土管に集められた水は吉津川へと排水される構造

を有している点から、遣水の排水の機能をもった施設であると推測される。

3号排水施設（第159図）

E－16～D－17グリットにかけて敷設された10号土管で構成されている。土管は4号土管と同様、東

南から北西方向の吉津川に向かって延びており、外径約15cm、厚さ1．4～1．5cmのものと、外径18・4～19・

9cm、厚さ1．8cmの大きさの異なる2種類を途中で接合し用いている。2種類の土管の接続には、ソケッ

ト部を含んだ上部半分が取り除かれた土管をつなぎに使用している。個々の土管の接続には石灰を混入

したセメントモルタルを用い漏水を防いでいる。

「表示図」に本遺構と符合する施設が措かれており、それによると遣水の排水施設であることがわか

る。この絵図には10号土管先端に方形の取水口が設けられ、そこから吉津川へと排水されており、3号

升西側に泥吐バルブが設置され、土管内を排水がスムーズに流れる構造が示されている。調査では泥吐

バルブの検出はみられなかったが、3号升付近から鋳鉄製の筒状施設が確認されており、これがバルブ

開閉のための施設であった可能性も考えられる。

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5m
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ユー＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

第159図　3号排水施設・接合部分図
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4号排水施設（第160図　図版67－1）

D－15～E－15グリットに位置する。11号土管から2号石組竪坑へとつながる、全長11．2mの排水施設

である。土管単体の形態は外径約10．5cm、厚さ1．2～1．3cm、長さ48～53cmを測る。取水部は長さ17．6

cmの曲がり管を用い、口を上に向けて敷設している。また、途中の屈曲部分に長さ18．6cmの曲がり管を

使用して、方向転換を図っている。

「表示図」には本遺構と符合する施設は示されておらず、施設の用途を絵図から明らかにすることは

できない。絵図には手水鉢への配水施設である鉢前用水が記されており、位置から判断するとこの鉢前

用水の排水施設ではないかと考えられる。

二三‡＝三三≡

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50cm

第160図　4号排水施設・接合部分図
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5号排水施設及び周辺の遺構（第162図　図版68－2）

J－20～M－19グリットに位置し、南北方向に構築される長さ48．6m、幅約1m、内幅約0．4mを有す

る石組溝である。1区北端の13号土管から続く排水施設で、2区と3区の境は暗渠となっており、この

暗渠部分でやや西に方向を変え吉津川へと続いている。途中、14号土管が本施設に接続している。護岸

と底石を有し、石材に河原石を用いて築かれている。護岸部は面を内側にそろえて1段で構築し、底石

には扁平な河原石が敷設されている。暗渠部分は俵石と称する玄武岩を加工し、蓋として設置し、石垣

最下部に組み込まれている。この石垣は長屋門から本館へと延びる道の両脇に構築されているもので、

石垣の中や本施設周辺からは、鉄片が付着した石や長さ約25cm、太さ1cm程の鉄棒が接続された石が確

認されている。芳野庵にはジャコウバラのトンネルがあったと伝えられているが、これらの石はそのト

ンネルのアーチの基礎である可能性も考えられる。

「表示図」によると、下層には本施設と平行して古絡荘へ導水する本線（4吋鉄管）が敷設されてお

り、検出された垂直方向に立ち上がる2基の土管は、本線の泥吐バルブと本線接続バルブの開閉操作の

ための施設であると考えられる。また、本線接続バルブによって本線と接続されている土管は、1号石

組竪坑下部から延びている土管であることがわかる。ただし、絵図では土管ではなく鉄管として記され

ている。

6号排水施設（第161図）

E－18グリットに位置する1号鋳鉄管で構成されており、長さ7．6mを測る。ソケット式の継手方式で

連結され、継手部分には土管と同様、石灰を混入したセメントモルタルが充填されている。管の外径は
4

23～26cmを計測する。本施設は貯水池から1号石組竪坑へと排水する構造を有し、オーバーフローの機

能を果たしていたものと考えられる。「表示図」にもその存在が記されている。

貯水池

1号石組堅坑
4m

！　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　」

第161図　6号排水施設（鋳鉄管）

7号排水施設（第163図）

J－6～J－7グリットに位置する13号土管で構成される。1区の北端に2区との境を成して構築さ

れる石垣に沿い、約12．8mに渡って埋設されている。土管単体の形態は外径約14．5cm、厚さ1・5cm、長

さ61cmを測る。途中欠損しているが石垣中に設置された土管につながると推測され、そこから4号排水

施設へと続く。「表示図」には記されておらず、絵図から用途の判別はできないが、位置と構造から古硲

荘への導水に関わる排水施設の一部であると考えられる。
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8号排水施設（第163図）

J－19～J－20グリットに位置する14号土管で構成される0全長約10・2mを計測し、4号排水施設に接

続される。土管単体の形態は外径約14．3cm、厚さ1・4cm、長さ64・4cmを測る。「表示図」には記載され

ておらず、詳細な用途は特定できない。

9号排水施設（第163図）

p－23グリットに位置する15号土管、16号土管、4号升で構成される。4号升を中心に直角に曲がる

L字状を呈している。15号土管から16号土管方向に排水され、16号土管は吉津川へとつながっている0

土管単体の形態は外径26．5～28cm、厚さ2．2cm、長さ67・1cmのものを用い、16号土管では1カ所ソケッ

ト部を取り除いた短い土管を用いて長さ調節を図っている。

4号升はコンクリートで方形に構築され、上部には鉄製の格子の蓋が設置されている0方向転換の用

途を有し、蓋をはずすことで屈曲部に溜まった芥や泥を取り除くことができる構造になっている0「表示

図」には記載されておらず、用途の特定はできない．

13号土管　　　l

と肛コ肛∃虻辺二二二輝料二つ

14号土管

15号土管

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二］

第163図　7・8・9号排水施設
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（2）石組竪坑

1号石組竪坑（第164図）

D－18～E－18グリットに位置する石組の排水施設である。石組の直径は上部で内寸約1m、底部では

約0．7m、深さは2．77mを測る。石材は丸い河原石が大半であるが、最上段は細長い河原石を用い、小口

を内に配してある。底部西側には俵石と称される玄武岩の切石を蓋にして、暗渠排水路が設けられてお

り、2号石組竪坑へと続いている。暗渠排水路は内寸で高さ37cm、幅30～38cmを測る。一方、底部東隅

には2本の土管が埋設されている。「表示図」では、本施設から2本の鉄管が4号石組竪坑と石組排水路

へ延びていることが示されているが、検出された2本は共に土管であり、絵図にある鉄管と符合するか

は不明である。また、石組上部には貯水池から延びる5号排水施設が組み込まれており、貯水池の水量

調節のための排水路としても機能している。さらに4号遣水跡からの土管も通じており、この土管を通

して遣水が本遺構へと集水される仕組みになっている。

2号石組竪坑（第164図　図版69－1）

E－15グリットに位置する石組の排水施設である。石組の直径は上部で内寸約1m、底部では約0．85

m、深さは2．65mを測る。25～45cm程の河原石を用いて構築されている。底部には1号石組竪坑からつ

ながる暗渠排水路が設けられ、3号石組竪坑へと約45。北に方向を変えて続いている。また、3号排水施

設からの排水が本施設に流されており、集水と方向転換の2つの用途をもつ施設であったと考えられる。

上面には2本の蓋石が架けられている。
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3号石組竪坑（第165図　図版69－3・4）

G－14グリットに位置する石組の排水施設である。石組の直径は上部で内寸約1m、底部では0・8m、

深さは2．7mを測る。25～50cm程の河原石で構築されており、底部には2号石組竪坑よりつながる暗渠排

水路が敷設され、吉津川へと続いている。暗渠底部は東の流入側と西の流出側とで25cm程のレベル差が

付けられており、吉津川からの逆流を防いでいる。暗渠の蓋石には俵石が用いられ、蓋石はセメントに

ょり固定されている。「表示図」では、暗渠排水路は本遺構が最終地点となっているが、調査により吉津

川まで延びていることが明らかとなった。

4号石組竪坑（写真3　図版69－5・6）

I－20～H－20グリットに位置する石組竪坑である。平面形態は半円形を呈する。石組の直径は上部

で内寸約7mを測る。崩落のおそれがあり詳細な調査は実施できなかったが、底部から2基の鋳鉄管と1

基の土管さらに2基のバルブを確認した。また、遺構内からはバルブ開閉操作用のT字型鉄製工具も検

出されている。本遺構は地下に埋設された鋳鉄管のバルブ操作のための施設と考えられる。土管は1号

石組竪坑の底部から延びているものと思われ、「表示図」にある本線に接続する鉄管と符合する0　2基の

鋳鉄管はそれぞれ本線、生水線と明示されており、2基のバルブは本線バルブ、本線接続バルブにあた

ると考えられる。

第165図　3号竪坑

写真3　4号竪坑（傭轍写真）
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（3）取水施設（第166図　図版63－1・70）

D－13～F－15グリットに位置する12号土管と3号升で

構成される。12号土管の南西端は調査区外の吉津川取水口

へとつながっており、吉津川から貯水池へ水を引き入れる

ための施設である。12号土管の掘り方は幅1．68～3．92mを

測り、3号升に近づくにつれ広くなっている。土管単体の

形態は外径53～53．5cm、厚さ3．3～3．5cm、長さ70cm前後

で、検出された土管の中では最も大型のものである。土管

に付された「改良」の刻印は、明治36年から明治45年に常

滑陶器同業組合が設けた土管の質についての自主規制のた

めのものであり、古硲荘が明治38年から明治41年にかけて

建設されたことから、使用されている土管は改良の自主規

制の初期段階に製造出荷されたものと考えられる。土管の

接続には他の施設と同様、石灰を混入したセメントモルタ

ルが使用されている。

3号升はコンクリートで方形に構築されており、外径約

2．3mの平面規模を有する。上部の緑には俵石が敷設され、

周囲はコンクリートで固められている。上面のコンクリー

トには約80cmの方形の穴が開けられ、内部をうがうことが

できる構造になっており、本来は蓋が設置されていたもの

と思われる。吉津川から取り入れられた配水は12号土管を

通って一旦3号升に貯められ、取水口から貯水池へと引き

込まれる構造となっている。「表示図」には取水口の手前に

引入バルブが記されており、このバルブにより吉津川から

引き入れる水量を調節していたと考えられる。

A

第166図　取水施設
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4　石垣・石段

（1）石垣（第167図）

L－19～M－20グッリットに位置する。東と北と西の3方に面をもち、方形に囲い込むようにコの字

形に構築されている。石材は丸い河原石を用い、落とし積みで積まれている。最上段は細長い河原石の

小口面を表にして据えている。東に面をもつ部分は5号排水施設の護岸を基底石とし、高さは北端で最

も高く基底石上面からの比高約1．36mを計測する。隅角部には築石部と比して、やや角のある大ぶりの河

原石を据えている。北に画をもつ部分の高さは東端で最も高くなり約1．8mを測る。一方、西に面をもつ

部分は長屋門から通じる道路に沿っており、南に位置する本館方向へ延びるにしたがいその高さは低く

なる。

石垣によって囲われている地形は本来、北に向かって緩やかな斜面を形成していたが、その斜面部に

土を盛り平坦地とし、周囲に石垣を構築することで盛土の崩落を防ぎ、生じた比高差に対処している0

なお、この盛土は貯水池掘削や吉津川河川付け替え工事の際の排土を運び入れている可能性が考えられ

る。

（2）石段（第167図　図版68－1）

K－20～L－20グリットに位置する。東に面をもつ石垣の続きに構築され、南から北に下る石段であ

る。段数は11段を数える。基底石は石垣と同様、5号排水路の護岸となっている。最大幅は1・6m、比高

は基底石上面で1．36mである。落とし積みによる構築技法は石垣と変わらないが、積み方は乱雑で明らか

に石垣のそれとは異なる。おそらく石垣を構築した後、改めて石段を付け足したもので、同じ石工の手

による仕事とは考えにくい。

一方、石段面の石材は細長い河原石を用い、幅広の面を垂直に立てて据えられている。一般的に石段

は安定性を保つため、幅広の面を上下にして据えるのが普通だが、本遺構はその例にならっておらず、

特殊な構築の仕方をしている。機能面より見栄えを重視した意匠と思われ、施主のこだわりが垣間見ら

れる部分と言える。

第167図　石垣・石段
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第ⅥI章　まとめ
第1節　縄文時代のまとめ

今回の調査で、段丘低位面に予想をはるかに上回る縄文時代の住居跡、配石遺構が検出された。破魔

射場遺跡は以前より谷津原丘陵上に集落の中心があるとされてきた。しかし、丘陵上は後世の削平が激

しく、遺構は検出されなかったが、斜面より縄文土器、石器が採取され、谷津原丘陵上にも集落の存在

を窺わせるものであった。最終的には、谷津原丘陵上、段丘低位面一体に集落は広がっていたと思われ

る。この遺跡を特徴づけるものとして集落の変遷、住居跡の構造、屋外埋設土器、配石遺構について若

干の分析を以下に試み、その特徴を明らかにしたい。

1集落の形態と規模

集落の立地

本遺跡は谷津原丘陵と舟山丘陵の間に挟まれた低位段丘面に展開する。この低位段丘面の微地形を観

察すると、平坦部を分割するように小規模な谷が、東西方向に走っている。この小規模な谷を境に、北

側（B地区）と南側（C地区）に分けられる。この範囲を比較するとC地区はややせ尾根状の地形で、

B地区は谷津原丘陵の裾の谷地形である。

調査は遺跡の全体の面積の1／2を調査したにすぎず、集落の中心部分は日本軽金属の随道により破壊さ

れているため、集落全体の様相は不明であるが、今回の調査で得られた結果をもとに、縄文中期後半か

ら後期前半にかけての集落の展開を検討してみたい。

集落のかたち

調査が遺跡の全体の範囲に及んでいないため、詳細に集落のかたちを把握していないが、遺跡内の集

落の展開は大きく2つに分けられ、段丘低位面のやせ尾根状地形（C地区）と段丘低位面の緩やかな谷

状地形（B地区）に立地する。

段丘低位面南側（C地区）の中央部に集中する集落が展開し、その周辺の配石遺構を挟んで、中央の

集落に付随するように小規模な集落が展開する。段丘低位面北側（B地区）は配石遺構と混然とした状

態の小規模な集落が展開する。

やせ尾根状に立地する南側集落と北側集落は東西に延びる谷を隔てて対略している。この谷地形から

は縄文時代の遺構、遺物は確認されていない。南側集落は段丘低位面の比較的標高の高い部分に位置し、

北側集落は、谷津原丘陵の裾に位置し、その間の谷地形を広場としているとも考えられる（時間的変遷

は考慮していない）。

南側集落のあり方を詳細にみてみると、大きく東群（A群）と西群（B群）から構成されている。東

群は20軒の住居跡から構成され、西群は3軒の住居跡からなる。北側集落は4軒の住居跡から構成され、

北側集落は3～4軒の小さなブロックが集まって集落を形成していると考えられる

遺構の構成

南側集落と北側集落の遺構の構成を比較すると共に竪穴住居跡と配石遺構群から構成されるが、特に

配石遺構群の配置のあり方に違いが見られる。

南側集落は、中期後半段階に集落と配石遺構群が地形の変換点で明瞭に区別されている。その配石遺

構を詳細にみてみると住居A群を挟んで、西側は集石土坑と土坑を伴う配石遺構群、東側は埋設土器群

と配石遺構群に分けられる。南側集落の中期後半段階には集落内の遺構配置に空間的規制が働いている

と考えられる。
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2　集落と配石遺構の時期的変遷

検出された遺構の時期的変遷を概観してみると、中期後半において集落が構成され始め、6期に区分

される。

I期　中期後半曽利I式に比定される。SB－6・18・20が本期に帰属する。比較的小型の住居跡で南側

縁辺部と段丘低位面の高台に位置する。

II期　中期後半曽利II式に比定される。SB－9・12・15・16・19・21が本期に帰属する。住居数が増加

し、高台部から縁辺部に広がる。SB－15・16は切り合っているが、さらに細分されると思われる。

III期　中期後半曽利III式に比定される。SB－2・3・4・7・13・24が本期に帰属する。C－1区の住

居域の東側に集中して分布し、C－2区に住居跡が拡散し、2グループに分けられる。

IV期　中期後半曽利IV式に比定される。SB－15・8・10・11・22・23が本期に帰属する。住居跡はC－

1区、C－2区の2グループに分けられ、この時期から住居域の両側に配石遺構が構築される。

Ⅴ期　中期後半曽利Ⅴ式に比定される。SB－17が本期に帰属する。住居数は減少するが、配石遺構は継

続して構築される。

VI期　後期前半堀之内1式に比定される。SB－25（柄鏡形敷石住居跡）が本期に帰属する。C－1区全域

に配石遺構が展開する。

VII期　後期前半堀之内2式に比定される。SB－26・27・29、C地区には配石遺構は見られず、占地を変え、

B地区へ移動する。あたかも配石遺構の中に住居跡が位置するかのようである。

以上、破魔射場遺跡の縄文時代の集落と配石遺構の変遷を土器群の時期別判定を主体として行ってき

た。ここでまとめると曽利I式段階で集落が形成されはじめ、次第に住居の規模を大きくし、数を増や

しながら、曽利IV式～Ⅴ式にかけて配石遺構が構築される。後期前半に至ってC地区に環状、弧状を呈

する配石遺構が規模を大きくし、全面に展開する。既に配石遺構と住居域の空間的規制はされず、混然

とする。そして、堀之内2式段階には住居と配石遺構の占地をB地区へ移し、そこで終焉を迎える。

3　住居跡の構造

本遺跡の今回の調査で、検出された縄文時代中期後半から後期前半の竪穴住居跡は、30軒を数えるが、

ほとんどが重複関係をもち、単独で検出されたものは8ヶ所のみである。住居跡の構造について明確に

し得たものは少数であるが、推定できる住居跡を含めて平面形、炉跡、埋賓について検討してみる。

住居跡の平面プラン

竪穴住居跡の平面プランを大別してみると楕円形、不整楕円形、柄鏡形に分けられる。詳細にみてみ

ると楕円形には横長のものと縦長のものに分類でき、縦長が大半を占める。時期的な観点でみると曽利

I～II式が小型化、曽利III～Ⅴ式が大型化、堀之内1式が小型化へと変遷していく。

柱穴

住居内には上屋構造に関わったピット・土坑等が検出されているが、柱を支えたと思われる柱穴は四

本柱、10本柱が認められ、方形、円形を基調とする柱穴間構造と思われる。

埋嚢と入口部

埋肇が設置された住居跡は12軒である。埋聾の出土位置は北方向1例、東方向3例、南東方向8例で

大半は南東方向の壁寄りに位置している。これは埋賓が出入り口に設置されたものの多いことを示して

いると考えられる。1住居内からの出土した埋賓の個数であるが、単独出土の住居は7軒、複数出土の住

居は5軒である。

埋賓は深鉢（曽利式）を用い、正位の状態で埋設するのが10ヶ所で主体を占める。逆位に埋設されて
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いたのはSB－20のみである。正位に埋設された3ヶ所の埋賓に石蓋が認められ、立石状に設置している

ものと埋賓をかぶせるように設置するものが認められた。SB－22の埋賓1には埋賓の上面に立石状の石

を設置し、その西隣に板状の安山岩を敷石として用いている。また、入口部に何らかの施設を有してい

た住居跡の平面プランは、入口部がやや張り出したSB－11・22が典型例である。

埋賓の器形は17例中15例が深鉢形を呈し、圧倒的多数を占めている0埋賓の破損状態であるが、以下

のように分類した。

A類；完形、B類；口緑部欠損、C類；口緑部から胴部欠損、D類；口緑部と胴下半部欠損、E類；胴

下半部欠損、F類；底部欠損、G類；底部穿孔、H類；破片

この分類に従うとA類；SB－2埋賓1・9埋襲・11埋賓・13埋賓・14埋襲1・22埋賓1・22埋賓2、

B類、C類；12埋賓2・14埋賓2、D類、E類；SB－10埋賓1・12埋襲1、F類；SB－20埋賓1・20埋

賓2・23埋賓1・24埋賓1、G類；SB－8、H類

埋賓の時期的変遷をみてみると、曽利I式なし、曽利II式3例、曽利III式4例、曽利IV式3例であっ

た。また、1住居に複数埋設された埋賓間に土器型式上の大きな差異は認められず、SB－12の埋賓の切

り合い状況から時間差をもって設置されたと考えられる。

炉跡の構造

今回、調査が行われた住居跡のほとんどに炉跡が検出されている0石囲いが取り除かれ、焼土しか検

出できなかったものもあるが、掘り方より推定すると石囲炉の構造を想定できる。炉跡の構造が明確な

住居跡は18ヶ所を数える。石囲い構造より分類すると、方形の石囲炉、長方形の石囲炉、石園の中に土

器を埋設したもの、方形の石囲炉のコーナーに立石が設けられるもの、細長い礫を横長に設置し、円形

の礫を半円形に並べたもの、円形の礫を斜めに設置し並べたものといった炉跡が検出されている0炉石

の石材はほとんどがこの周辺で採取される輝石安山岩（岩淵安山岩）で、一部、富士溶岩もみられる0

ここでは、住居跡の埋賓の年代観を基にしてその石囲炉の変遷を以下にまとめた0（第169図　石囲炉

形態変遷図）

曽利I式段階ではSB－6・18・20が相当し、両者とも小型の石囲炉であるo SB－18は石囲埋賓炉であ

り、石囲いの平面形態は六角形を呈する。SB－6は、細長い石3石を方形状に組み残りの一辺は平石を設

置している。

曽利II式段階ではSB－9・12・15・21が相当し、やや前段階よりも大型化するo SB－9は細長い石と

円礫との組み合わせで半円状を呈するoSB－12は河原石を使用した大型の石囲炉であるoSB－15は多角

形の石囲炉である。

曽利III式ではSB－2・3・13が相当し、さまざまな形態がある。SB－2は多角形の石囲炉で、SB‾

2は細長い石と円礫から構成される。SB－13は細長い石3石を方形状に組み一辺には平石が設置され

る。

曽利IV式ではSB－1・11・22・23が相当する0方形を呈する石囲炉であり、石皿を転用している0石

材は玄武岩である。SB－11は炉を作り替えているが、平面形態は、一辺の対が1石、2石の長方形状を

呈し、板状の石を立てて設置している。この段階以降の石囲炉はすべて方形を呈する石囲炉である0

曽利Ⅴ式ではSB－17が相当する。両者とも方形状を呈する石囲炉で、板石を立てて設置しているが、

SB－17に関しては石囲炉の四隅に立石が設けられている。
ノ

後期の堀之内段階ではSB－25・27が相当する。両者とも方形状を呈する石囲炉でSB－27の石囲炉の内

部には粗製土器を埋設している。また、石材はすべて富士溶岩から構成されている0
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釣手土器をもつ住居跡

釣手土器をもつ住居跡（SB－3）は1軒検出され、床面からは釣手土器のみで覆土から出土した遺物

から中期後半の曽利III式に比定できる。釣手土器は住居跡の南方で倒置された状態で検出された。ほぼ

完形で鍔部分と釣手部の頂部が欠損する。浅鉢部の内面には煤が付着しており、火を使った様子が窺え

る。30軒の住居跡が検出されながら、1軒の住居跡からの出土例であり、特殊性、火に関する祭祀性を

帯びた住居跡と考えられる。

柄鏡形敷石住居跡

柄鏡形敷石住居跡（SB－25）は、1軒検出され、後期前半に比定できる。富士市宇東川遺跡のA地区

で2軒検出されており、今回の発見で分布範囲が富士川を越えることとなり、柄鏡形敷石住居跡の西限

を示すものである。33号配石の東側に位置し、主体部は3．2mX3．24m、張り出し部の平面形は長方形で

長さ2．5m、幅0．9mを測る。注目される遺物として石錘の製品、未製品が出土している。特に未製品と思

われる黒色粘板岩の扁平な石材が27点出土している。他の住居跡からも石錘は出土しているが、未製品

は出土しておらず、住居内での石錘の製作、使用を窺わせ、この住居跡の性格を示すものであろう。

4　配石遺構

本遺跡で検出された配石遺構はさまざまな形態を有するものがあり、環状を呈するもの、弧状を呈す

るもの敷石状を呈するものなどである。その中で、配石遺構の下部に土壌を持つものが9基検出されて

いる。

20号配石の土壌は南北2．78m、東西1．3m、深さ43cmを測り、不整形な長方形を呈する。遺物は、土製

耳栓2点、磨製石斧が出土し、墓坑としての機能が考えられる。時期は後期前半であろう。40号配石は

B区で検出され、長径3．52m、短径1．16m、深さ65cmを測る。遺物は小型土器が出土した。時期は堀之

内1式に比定でき、墓坑としての機能が考えられる。

配石遺構の時期的変遷を辿ると曽利IV式段階に集落域を挟んで、C地区の段丘面の西側が土壌を伴う

配石遺構、石棒を伴う集石土坑、C－1区東側では小規模ながら弧状を呈する配石、方形を呈する配石、

小環状の配石、屋外埋賛辞が曽利Ⅴ式段階まで構築される。この集落を挟んで両側の墓域は、年齢差を

示す墓と考えることもできる。後期前半に入るとC－1区全面に配石遺構は広がり、更に占地を変え、

B－2区に配石遺構は構築される。C地区の配石遺構は広がり、大型化し、環状列石、弧状列石、直線

的に延びる配石、敷石状の配石など様々な配石が堀之内1式段階に構築される。しかし、前段階の中期

後半の居住域には際だった配石遺構は構築されていない。また住居跡との占地の区別は明瞭にならず、

住居数も減少する。堀之内2式段階になると、B地区のみに配石遺構は構築され、住居の周辺に小規模

な直線状に延びる配石と敷石状の配石が構築される。
1

5　屋外埋聾

屋外埋賓は配石遺構に伴うもの4例、土壌内出土のもの1例、屋外埋聾が集中する地点8例の計13例

である。屋外埋賓のあり方をみてみると、正位10例、逆位2例、横位1例である。屋外埋賓の器形は深

鉢形11例、両耳壷1例で大半が深鉢形であった。欠損状態はA類からG類に分類した。

A類；完形、B類；口緑部欠損、C類；口緑部から胴部欠損、D類；口緑部と胴下半部欠損、E類；胴

下半部欠損、F類；底部欠損、G類；底部穿孔、H類；破片

A類；1例（横位）、B類；4号埋賓・5号埋襲、C類；11号埋賓・12号埋肇　D類；9号埋賓、E類；

7号埋襲・8号埋賓、F類；10号埋賓、G類；6号埋賓、H類；3号埋聾が該当する。

時期的推移をみてみると、曽利I式なし、曽利II式1例、曽利III式なし、曽利IV式1例、曽利Ⅴ式2
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第169回　炉跡変遷図
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例、称名寺式1例、堀之内式3例であった0特に配石遺構内に屋外埋賓が集中する地点では埋設土器内

より遺存体の内容物は皆無であるが、他の遺跡からは新生児～少児の発見は比較的多い0また、調査区

西側からは配石土坑、集石土坑が検出されており、少量であるが骨粉が検出されている0こうした状況

から住居域を挟んで東と西の配石遺構は年齢差ないし構成員としての身分の差を反映していたと考えら

れるのではなかろうか。いずれにせよ本遺跡の屋外埋設土器は曽利IV式以降継続して構築されており、

配石遺構の盛行とともに構築されたものと考えられる。

6　近隣の配石遺構を伴う遺跡

今回検出された縄文時代の遺構を考えるにあたって最も重要な点は居住域と配石遺構のあり方であ

る。県内では、遺跡全体を調査した例は少ないが、近隣の配石遺構を伴う遺跡のあり方を検討する〇

千居遺跡

富士市上条字千居に所在する遺跡である○標高396mの千居丘陵に位置し、2列の帯状配石、環状に石

を敷き詰めたもの、環状に石を並べたもの、箱状組石遺構が確認されている0第2帯状配石は長さ46mを

測る。配石下からは土坑は検出されていない0配石遺構を取り巻くように住居跡が環状に巡る0第1、

第2帯状配石間には住居跡は検出されず、住居域と配石域に空間的斬圃働いていたと考えられる0ま

た、遺跡の高台に土壌群が発見されている0遺物は大半が縄文時代中期後半の曽利IV式及びⅤ式土器で

ある。

天間沢遺跡

富士市天間に所在する遺跡である。A・B・C・F・G・L地区、横道下遺跡では配石遺構と住居跡

土壌が検出されている。調査区南端には扇形配石が設けられ、その周囲に配石遺構が集中している。井

戸尻終末～曽利利I式段階に集落が形成され始め、曽利II・III式段階になると切り合いながらも集中す

る。曽利IV式段階になると拡散するも配石域の周囲に占地する状況で、基本的には住居跡の占地と配石

遺構は区別されている。配石遺構の下部からは土坑が検出されている。これらの遺構は発見された土器

群から中期後半段階のものと考えられている。

滝戸遺跡

富士宮市黒田に所在する遺跡である。星山丘陵の北端に位置し、第1次調査では縄文時代中期後葉～後

期前半、中期前半の配石遺構が検出された0第2次調査では2両の配石遺構とさらに下層から早、前期

の配石遺構を検出している。第3次調査では縄文時代中・後期の配石遺構2両検出された0第4次調査

は縄文時代の配石・集石遺構・土壌11基が確認されている0

桑原遺跡

桑原遺跡は蒲原町に所在する遺跡である0駿河湾に画し、標高40mの海岸段丘の南斜面に位置する0第

1次調査では昭和39年に縄文時代中期後半の住居跡2軒、後期前半の配石遺構2基検出している0配石遺

構は環状を呈する。遺物は堀之内1式時が中心で加曽利E3、加曽利B式土器が少量出土している0第

2次調査は、昭和40年にトレンチを中心とした調査であったが、配石遺構3基、土坑を検出している0

平成11年に1次調査と2次調査の中間部分を調査し、2両の遺構面を確認している0第1遺構面に3基

の配石遺構、第2遺構面に住居跡2軒検出している0遺物は大半が堀之内1式土器である0

南原遺跡

南慮遺跡は富士川左岸に形成された段丘上に存在する0この周辺は東南に延びる舌状台地であり、先

端には富士川と芝川が合流する。調査区は合流地点より富士川左岸を800m上流に位置する0

遺構は竪穴住居跡1軒、土坑119基、配石遺構2基が検出されている0土坑は119基のうち時期を限定

できるものは4基であった。そのうち、2基は配石遺構の下部において検出され、配石遺構に伴うとさ
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れている。時期は、曽利Ⅴ式とされる。

滝ノ上遺跡

滝ノ上遺跡は富士宮市杉田に所在する遺跡である。大渕溶岩流の東端の標高200～240mを測る丘陵上

に位置する。A・B地区において7基の配石遺構が確認されている。A地区では半円、扇形状の配石遺

構が検出されている。B地区では3基の配石には土坑を伴う。B地区の1号配石は上面に配石、下部に

埋肇が伴った土坑をもつものである。3号配石は平面形が環状を呈し、焼土跡、土坑をもつ。石棒は4

本有し四方に配されている。4号配石は下部に埋賓を伴った土坑をもつものである。いずれも、縄文時

代中期後半、曽利IV・Ⅴ式に比定できる。

上白岩遺跡

上白岩遺跡は中伊豆町上白岩に所在する遺跡である。大見川の右岸の段丘上に位置し、西川、城川に

ょって浸食され独立丘陵状を呈する。2次調査までに住居跡21軒、埋賓5基、土坑70基、環状列石1基

検出されている。第3次調査～第5次調査にかけて住居跡10軒、土坑187基、埋賓8基、配石遺構21基、

環状列石1基検出している。環状列石が良好な形で残っており、国の史跡に指定されている。幅2～2・

4mの帯状を呈した直径12．4mの円形の中に配石がならび、環状列石を構成しているが、中央部には土坑

が2基確認された。

以上のように配石遺構の規模や形状等は各遺跡で様々であるが、中期後半段階の配石遺構を伴う中規

模程度の集落遺跡である千居遺跡や天間沢遺跡、破魔射場遺跡では、列状、弧状を呈する大規模な配石

遺構が構築される。これは、あたかも墓域との境界部分に弧状、直線状に配置しているようでもあり、

居住域に空間的規制が働いていると考えられる。
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第2節　平安時代のまとめ

破魔射場遺跡の平安時代の集落は標高52m～49mの段丘の平坦面及び谷状地形に展開している。調査

面積約10，000m2から、平安時代の遺構は、住居跡30軒、掘立柱建物1棟、集石土坑24基、ピット、土坑、

溝状遺構が検出された。しかし、段丘平坦面の中央部には、日本軽金属の随道が埋設されており、今回

の調査では、遺跡の1／2程度の検出にとどまり、必ずしも、その全貌は明らかになったとは言えないが、

破魔射場遺跡の集落のおおまかな全体像は捉えていると思われる。この遺跡を特徴づけるものとして住

居跡の構造、立地について簡単に触れたい。

1住居跡の構造

分布

破魔射場遺跡の住居跡は、30軒にのぼるがその分布は、B地区の平坦部に26軒、C地区3軒、C地区

の谷状地形に1軒に分けられる。B地区には西側、北側に集中する。西側は、重複した住居跡5軒検出

されている。北側は、地形に沿うように、縁辺部に列状に分布する。C地区は単独で立地している。重

複は2軒の重複は5軒を数えるが、B地区では近接しながら分布している。

主軸方位

主軸方位は北東から南東、東方向をさすものが多く、特に、N－600－EからN－800－Eに集中する。

しかし、北を指すものも若干存在し、SB－1・29が相当する。また、この集落の北側の谷津原丘陵を挟

んで富士川町が調査した8世紀後半から9世紀代の住居跡の場合は北方向を指している。集落の地形的

状件や気候条件にもよるであろうが、静岡県東部の富士市東平遺跡、三島市壱町田遺跡などはほとんど

が北方向を指す。しかし、少数ではあるが、0－53窯式期からH－72窯式期に比定される三島市中島下

舞台遺跡や東平遺跡や、函南町の逓信病院内遺跡にも認められ、この時期になると東南方向を指向する

傾向があるといえる。

住居の規模

住居跡の規模は、平面形が方形で、1辺が3．5m～4mのものと、3m未満の小型のものに分けられる0

比較的中小規模の住居跡といえよう。1辺3．5m以上の住居跡は、SB－8・9・30が挙げられ、西側に分

布する。床面積をみてみると、10m2をこえるものはSB－2・7・8・9・19・30が相当する。一方、小

型の住居跡はSB－5・10・21・22があげられ、SB－10の2．97m2には目を引く。

住居跡の平面形は大きく方形、長方形に分けられる。特に長方形は長軸と短軸の比が小さいものが多

く、細長い長方形はSB－16・21などである。長方形の住居跡は小型の住居跡に多くみられるようである0

周壁溝をもつ住居跡は、SB－1・4・18・15・22・27の6軒である。その中で壁溝の中にピットと

思われる落ち込みは確認されていない。その中のSB－18は、竃の設置する竪穴壁に直交する竪穴壁の

壁際にピットが並列して検出されており、おそらく入り口に伴う施設と考えられる。なお、SB－7の

北西隅に検出された8基のピットは貯蔵穴であるのか、入り口に伴う施設であるかは明確にし得な

かった。

他の遺跡で入り口状の施設と考えられるものは、東平遺跡で竃の対辺の中央部の壁寄りに梯子穴と考

えられるピットないし落ち込みがみられる。また、天間代山遺跡で3号住居跡、7号住居跡において、

竃の対辺の中央部に礫を設置し、階段状遺構としている。

4本柱の主柱穴を持った住居跡はSB－1・3・4・5・9・27の5軒である。これら柱穴はやや壁寄

りで検出されている。また、主柱穴が2本だけのものは、SB－8・13・17・25の4軒である。
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〕竃について

今回の調査では30軒の竪穴住居跡が検出されており、大半に竃が付設されている。その竃の位置は北

】壁東寄りから両壁東寄りと様々であるが竪穴壁の中央には設置されず、竪穴壁のコーナー部分に設置さ

れるものもみられる。また、竃の大半は補強材として安山岩の石材を使うものがほとんどである。

l　竃の形態については、天井部が殆ど崩落して、残存状況は良好ではないため、竃の平面形の認識は遺

構確認面の高低差や残存状況によって大きく左右されかねないが、今回は平面実測図のみ判断の基準と

した。

破魔射場遺跡で検出された竃の平面形態について着目して分類すれば以下のようになる。

A類　竪穴壁を半円状に掘り込む　SB－23・25、

B類　竪穴壁を凸字状に掘り込む（燃焼部は壁外）　SB－4・10・11

C類　竪穴壁を凸字状に掘り込む（燃焼部は壁内）　SB－2・5・8・13・15・18・21・30

D類　住居の壁隅を利用して掘り込む　SB－1・9・12・22

A類蕨－B類源」C類一雄D類－77
第170図　竃模式図

A類にはSB－23・25が相当し、竪穴壁を半円状に掘り込む。断面は燃焼部の段差はなく緩やかに立ち

上がる。SB－25からは芯材としての礫はみられない。

B類にはSB－4・10・11が相当し、竪穴壁を凸字状に掘り込み、断面は燃焼部の段差はなく、緩やか

に立ち上がる。ただし、SB－4の断面形状は燃焼部と煙道部に段差をもち、緩やかに立ち上がる。

C類には、SB－2・5・13・18・21・30が相当し、竪穴壁を凸字状に掘り込むが、燃焼室は壁内に設

置される。断面は燃焼室の段差はなく、緩やかに立ち上がる。SB－2の断面は燃焼室と、煙道部に段差

をもち、ゆるやかに立ち上がる。SB－13は燃焼室の主軸と煙道部分の主軸がずれている。SB－17に関し

ても、残存状況は良好でないが、住居の辺の軸と竃の軸がずれている。

D類にはSB－1・9・12・22が相当する。住居の壁隅を利用して、半円形に掘り込み、コーナー部分

を燃焼室としている。この竃の付設された住居跡は1辺3m前後の比較的規模の小さい住居跡にみられ、

住居が小型化、長方形化する中で、効率的な住居空間を確保するためのものであろう。

2　住居跡の時期的変遷

破魔射場遺跡の住居跡は土器編年から4期にわたる変遷を辿ることができる。ここでは富士川町が調

査した5軒の竪穴住居跡を含めてみることとする。

I期（8世紀後葉～9世紀初頭）は、富士川町が調査したSB－1・2・3・4・5号住居跡が該当する。

5軒の住居跡は方形を呈し、竃を有する。竃はすべて北方向を指向している。谷津原丘陵の北側の緩斜

面に5軒が独立して営まれ、集落の端緒をひらく。その後、土器型式にして2～3型式の空白期が存在

し、占地を谷津原丘陵の南側の段丘低位面に展開する。

II期（10世紀前葉～中葉）はSB－1・4・7・13・15・17・19・22・26・30が該当する。段丘低位面で

も丘陵の縁辺部に直線状に分布し、住居跡数を増やす。

III期（10世紀中葉～後葉）はSB－9・12・16・21・29が該当する。III期はII期の占地を変えながらも、

縁辺部に立地する。
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IV期（11世紀前葉～中葉）はSB－3・8・23・24が該当し、住居跡は長方形、小型化の傾向を示す。

3　破魔射場遺跡と南北・東西交通路

富士川町は東側に日本3大急流の一つに数えられている富士川があり、西側には岩測火山群といった

急峻な地形に囲まれている。このような立地条件では歴史的にみて、東西交通（東海道）、南北交通（甲

斐路）といった交通の要所といったことを考えなければならないだろう。寛文11年（1671年）、代官古郡

氏の治水事業により松岡水神森と岩淵の間に河道が開削された。それにより富士川西岸域の浸食が進み、

富士川の流路も変更され、奈良時代から平安時代の自然環境とは大きな隔たりがあるが、ここでは破魔

射場遺跡との関わりから交通という側面に重点をおきながら簡単に触れておきたい。

大宝律令の制定とともに、交通路として東海道が整備された。10C初めに編纂された『延喜式』によ

れば駿河国には小川、横田、息津、蒲原、永倉、横走の6駅が置かれたとされ、郷名として慮原・富士

両郡に蒲原郷の名がみられる。蒲原駅・相原駅の記載の初見は『日本三代実録』貞観六年（864）十二月

十日条である。駅子・伝子の負担を軽減し、息津駅、蒲原駅、永倉駅との間隔を均等にし相原駅を廃止

して、蒲原駅を富士川の東側に遷したいとの駿河国司より申請を受けて廃止したものである。『旧県史』

では当時の富士川が現在よりも東側を流れ、蒲原駅を富士市元市場付近としている。また、『静岡県歴史

の道一束海道一』によれば、蒲原町の梅原台地から布目瓦が出土したとして蒲原町に所在したと考えら

れている。東遷後についても、富士市元市場、富士市伝法三日市、富士川町中之郷四十九など諸説様々

で、いずれも決め手を欠いている状況である。

さらに、富士川の渡河地点の問題がある。富士川に関連する記事といえば『類衆三代格』が挙げられ

る。承和二年（835）東海、東山道に浮橋及び、水駅には渡船を置いた。この時、富士川に浮橋を造り、

大井川には渡船二腹を増設し、四腹としたとある。また、『十六夜日記』によると建治三年に所領訴訟の

ため鎌倉に下る途中、富士川に十五の瀬があったことを記しており、いくつもの瀬に分かれて乱流して

いたことを示している。『一遍聖人絵伝』にも富士川の船橋が登場している。浮橋とは、船を横に並べて

鎖などでつなぎ、両岸にしっかりと固定した上に板を渡した船橋という。位置に関する記録がないため

明らかにすることはできないが、浮橋がつくられるのに適した場所として考えられるのは川幅が狭いこ

と、急流ではないところが適所であったと考えられる。

東西交通路は富士川の流路、浮島沼などの自然条件により古道のルートは不明確である。富士川は流

れも急で、水害の常習地帯であり、既に2本の交通路が開かれていたと考えられ、おおよそ蒲原から直

線的に海岸砂丘を通っていく南ルートと北側の大渕扇状地の末端、丘陵端部を通るルート（現在の根方

街道）が推定されている。東西交通路の南側の砂丘ルートは蒲原から直線上にのびる砂丘上には古墳時

代～平安時代の三新田遺跡、相原遺跡がある。北側ルートは富士山南麓の丘陵縁辺部、扇状地に帯状に

東平遺跡をはじめ滝下遺跡、舟久保遺跡、宮添遺跡と街道沿いに律令期の集落遺跡が帯状に分布してい

る考えられる。また、古墳群の分布からは富士川町松野地区では古墳は発見されておらず、谷津原古墳

群の所在する谷津原丘陵から対岸の岩本山に小規模ながらも鎌研古墳群へつながり、富士南麓の古墳群

からへと愛鷹南麓の古墳群が帯状に分布している。

また、南北交通路では駿河～甲斐に至るルートとして4本あったといわれる。河内路（身延街道）、左

右口路、若彦路、御坂路があり、特に若彦路・御坂路は主要な通路であったという。『本成寺縁起』によ

れば河内路は平安時代には既に開かれていたという。富士川町には、律令期の遺跡として破魔射場遺跡、

山王遺跡、中野遺跡、浅間林遺跡などが存在し、大きく松野地区と岩測地区に分けられる。浅間林遺跡

は、富士川町北松野清水地区にあり、河岸段丘上に形成された有無瀬川の扇状地に立地する。調査は集

落の北限の一部を発掘したにすぎず、律令期の遺構は竪穴住居跡が10軒、その他に集石土坑8基、掘立
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柱建物跡2棟、井戸1基検出されている。富士川右岸の奈良・平安時代の遺跡をつなぐラインとして一

番西側の富士川沿いのルートである河内路ルートがこの集落の近辺を通っていたと推定される0また、

富士山本宮浅間大社へのルートの中で富士川を渡る最短の渡河地点が松野地区の中野の辺りであるとい

ゎれている。このように富士川右岸側の奈良・平安時代の集落のあり方は、富士川を渡河する要衝に立

地していると考えられる。

引用・参考文献

富士川町教育委員会1991『浅間林遺跡』

富士市教育委員会1981『東平遺跡』

富士市教育委員会1983　『三新田遺跡』

富士市教育委員会1977　『天間代山遺跡』

三島市教育委員会1995　『大場川遺跡群』

三島市教育委員会1999　『長伏六反田遺跡』

富士川町1962　『富士川町史』

蒲原町1968　『蒲原町史』

富士市1969　『富士市史』

静岡県1930　『静岡県史』

静岡県1995　『静岡県通史編1』

静岡県教育委員会1980『静岡県歴史の道一束海道一』

静岡県教育委員会1997『静岡県歴史の道一身延道－』
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第3節　谷津原古墳群のまとめ

谷津原古墳群はこれまでに5基の古墳を検出し、富士川町内で調査が行われた古墳群としては最古の

ものと位置付けされている。今回は新たに古墳10基、溝状遺構5基、土坑3基を確認し、調査を行った。

以下、その調査成果を整理し、本章のまとめとしたい。なお、遺物、古墳の年代・変遷等の総括につい

ては「遺物編」に稿を改める。

立地・分布について

谷津原古墳群は富士川へ舌状に東延する丘陵の頂上部と斜面部に分布している。周辺は東側に舟山台

地、西側に雨乞山を中心とする岩渕山塊がひかえる。岩渕の山稜からは吉津川へ菓脈状に沢が走り、地

名の示すとおり深い谷状の地形と丘陵を形成する。また、同地は町内で最も古墳の分布が集中する地域

であり、舟山の台地上には山王古墳群、雨乞山稜の南斜面には室野坂古墳群、さらに谷を挟み西斜面に

は妙見古墳群が分布する。

今回調査が行われた谷津原6～12号填、破魔射場第1号墳は古墳の規模、石室の規模・形状によって

その立地、分布にまとまりをもつ。6・7号墳は丘陵頂上平坦部標高68m付近に、8・9号墳も同地に分

布する。これに対して12・13・14号墳は斜面上部から中腹部の急傾斜地に立地する。小型の石室を持つ

11号墳は丘陵頂上部平坦地に位置するが、6号墳の周溝に近接し、あたかも大型古墳の間隙地に造営さ

れたように分布する。一方、破魔射場1号墳は丘陵下平坦部に位置し、周辺に古墳が隣接しないことか

ら独立墳的な様相を示す。このため立地、石室の主軸方位から谷津原古墳群と群を異にする古墳群の可

能性が考えられる。

墳丘・周溝について

本調査区は後世に開墾を受けたため墳丘・周溝等の外部施設の残存状況が悪く、6・9・12・14号墳

の4基で、その一部を検出するに留まった。墳丘の形状は4基とも周溝の残存状況から円形ないし楕円

形を呈すると考えられる。規模は6号境が最大で約17m、14号墳が最小で約7mを測る。この中で12号墳

のみ墳丘の一部を確認することができた。周溝と石室墓場を掘削することによって、幅最大で90cm、高

さ10cmの基底部を地山で造り出す状況が窺えた。

第6・9・14号墳の周溝は検出面から浅く残存状況が悪かったが、第12号墳で奥壁後方で検出面から

約95cmと深く掘り込まれ、開口部付近を除き検出することができた。この古墳の周溝は、石室墓場と近

接し、奥壁後方で合致するという特異な形状を呈する。また、周溝幅は1．35～2．35mと墳丘、石室規模に

対して広く、底面は斜面の角度に合わせ開口部方向に傾斜している。周溝がこのようなの構造を採用し

たのは、古墳を占地・造営した丘陵斜面の地形的条件から墳丘盛土が確保しにくいためだと推定され、

築造当初から周溝と石室が近接した状況を呈したのではないだろうか。

石室の形態・構造について

本調査で確認された古墳の主体部は横穴式石室及び小石室であった。石室はその規模、形状、構造か

ら3種類に大別できる。

A類：全長8．50～5．00m前後、平面形態が石室・墓填共に狭長な長方形を呈し、幅40～60cmの墓道を

付設する。側壁は基底石を小口・横口を併用して配置し、側壁の安定を図るため墓場と密着させる。石

室長・幅、閉塞部の構造によって6・7号墳（A－1類）、第8・9号墳（A－2類）に細別できる。

B類：全長3～5m前後、石室平面形態が台形状または長方形を呈する。墓場は長方形を呈するが、一

部不整形となる。奥壁は大型の一枚石ないし礫を二段に広口積みする。側壁基底石は小口・横口を併用

するものか小口のみを用いる。二段目以降は乱石積みし、持ち送りを行うものがある。裏込めは石室奥

壁のみに認められ、側壁裏は互層状に版築を行うか簡素な埋土のみで安定を図る。閉塞施設は大型の礫
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を広口積みに据えるものと閉塞石最下段が床面より下がり、段状構造を呈するものがある。規模及び石

室構造から第12号墳（B－1類）、第13号墳（B－2類）、第14号墳（B－3類）に細別できる。

C類：全長2m以下、平面形態は石室・墓場共に長方形を呈するが墓場はやや不整形となる。奥壁は大

型礫を広口に据え、側壁基底石は小口を用いる。裏込め石は用いず、墓場と密着させることで側壁の安

定を図る。閉塞施設は不明である。谷津原11号墳がこれにあたる。

A類は静岡県下にみられる典型的な無袖横穴式石室の形態・構造をもち、B類は第13・14号境の構造

から沼津・富士市域を中心とする愛鷹南麓、富士川西岸域の古墳群にみられる「段構造を有する横穴式

石室」である。第12号墳は閉塞施設が破壊されているが、石室の規模、形状から同様に段構造を採用し

ているものと推測され、この範晴に含めた。C類は後世の土墳墓によって前方部を破壊されていたが、

石室規模・構造から富士川町妙見古墳群・室野坂古墳群に分布する「小石室」と同様な石室形態と考え

られる。

また、群内の石室はすべて南東方向に主軸を向け、丘陵の南斜面に開口し、墓道が斜面部に向かう状

況が窺われる。このような構造は古墳が立地している丘陵の幅が狭く、地形的な制約を受けたためとと

らえられ、斜面部に墓参（道）施設が構築されていたことの表われといえる。また、斜面部に立地する

12・13・14号墳は隣接する室野坂・妙見古墳群が斜面の傾斜角度に並行させるのに対して、直交させる

傾向を示している。

その他の遺構について

今回の調査では古墳の他に溝状遺構5基、階段状遺構1基、土坑3基を検出した。

溝状遺構は後世に受けた開墾により残存状況が悪く、調査区域外にその範囲が及ぶものもあり、全容

を解明するには到らなかった。検出された溝状遺構は、7・8・9号墳周辺の丘陵頂上部と南斜面端部

から中腹にかけて分布し、SD－01・02は7・8号填、SD－03は8・9号墳の中間に位置する。SD－04・

05は中間が撹乱されているが、その軸方向から連続する遺構と考えられ、調査区西端の頂上端部から中

腹に位置する。特にSD－01・02は大型でSD－01が検出長16．20m、幅は最大で2．20mを測り、SD－02は

それに続く規模を持つ。両溝は切り合い関係にあり、その新旧関係はSD－01が新しく、SD－02が古い。

これら溝状遺構は位置、形状から区画溝、墓道等の古墳に関係する付属施設とも考えられるが、石室墓

道に連結せず、また、遺物が伴わないためその性格について明らかにできなかった。

階段状遺構は形状から便宜的にこの名称を用いたが、墓道に連結せず、遺物が伴わないこともあり溝

状遺構と同様、古墳の付属施設であるかどうか確認するにいたらなかった。

土坑は3基が確認された。SF－01が火打金、六文銭を伴う中世の土墳墓で、SF－03が黒曜石原石を伴

う縄文中期の土坑であった。
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佐藤政次・志村博1981『西富士道路（富士地区）岳南広域田子浦臨港線埋蔵文化財調査報告書』富士市教育委員会

金谷町教育委員会1983『駿河山2号墳発掘調査報告書』

佐野五十三・足立順司1984『笛吹段・兎沢古墳群発掘調査幸陪書』㈲静岡県埋蔵文化財調査研究所

佐野五十三1986「妙見古墳群の再検討」終末期古墳群の一様相『研究紀要』I㈲静岡県埋蔵文化財調査研究所

八木勝行1993「静岡県における火葬墓について」『静岡県史研究』第8号　静岡県

稲垣甲子男・佐野五十三1994『室野坂古墳群静岡県富士川町妙見古墳群第2・3次報告書』富士川町教育委員会

植松章八1992「遠江・駿河・伊豆における古墳の終末」『国立歴史民俗博物館紀要』第44集

木ノ内義昭1996『花川戸第1号墳発掘調査報告書』富士市発掘調査報告書第5集富士市教育委員会

木ノ内義昭1998「前壁状を有する横穴式石室の意義富士・愛鷹南麓を中心に」『静岡の考古学』植松章八先生還暦記

念論文集

小金澤保雄・武田英俊1998『室野坂古墳群』静岡県室野坂古墳群第1次錮査記録保存調査幸陪書富士川町教育委員

会

渡井義彦1999『船津古墳群船津L第186・208～216号墳製茶工場建設に伴う発掘調査』富士市教育委員会

若月正巳・石川武男1999『破魔射場遺跡』富士川楽座工事に伴う埋蔵文化財発掘調査富士川町教育委員会

鈴木敏中　2000『静岡県三島市夏目木遺跡群本文編』三島市教育委員会
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第4節　北久保遺跡のまとめ

このたびの発掘調査は、これまで絵図でしか見ることのできなかった「芳野庵」の姿を、その一端で

はあるが具体的に明らかにした点で大きな成果を得たと言えるであろう。検出された個々の遺構につい

ての成果は本文中で述べているので、ここではそれらを整理し、2枚の絵図の検討、「古硲荘」との比較、

さらに文献史料から見た「芳野庵」について等、蛇足ながらつけ加えてまとめとしたい。

1建物について

建物については、検出された本館建物と留守居番住宅の2軒について、調査結果の所見と古糸荘とを比

較して考えてみる。

最初に本館についてみてみると、検出された建物基礎はその構造から、礎石の根石か、土台立ての延

べ石か、の両方が考えられる。一方、古硲荘の建物は、ほとんどが基礎に礎石を用いた礎石建物であり、

両者を比較して考えると、本建物も同様に礎石建物である可能性が高いと思われる。おそらく、古硲荘

と同じように60～70cm程もある巨大な礎石も用いられていたのではないだろうか。ちなみに古硲荘の玄

関にある杉の磨き丸太の柱は、玉石土台工法という礎石の凹凸を柱に写し、それを目安に、柱の内部も

礎石の出っ張りに応じノミで彫っていく技術が使われている。

また、本館の建物構造については、上物構造を明らかにする遺物は多くは出土しておらず、手がかり

となるのは2枚の絵図である。「平面図」では本館は、東から8畳と4畳の畳敷きの部屋があり、隣に9

畳の土間が続いている。土間には2畳の板の間が設けられ、板の間の隅に炉を切った茶室になっている。

古硲荘の炉は電熱線を発熟させて湯を沸かす構造になっていたが、本建物が同様の炉を伴っていたかど

うかは不明である。しかし、周囲から磁器製の碍子が出土しており、これは古硲荘の電線装置に使用さ

れている碍子と同様の物である点から、芳野庵にも電気が引かれていた可能性は高く、だとすると電気

を使用した炉であったとも考えられる。当時の富士川町にはまだ電気は引かれておらず、田中光顕は古

硲荘の建設のため、わざわざ芝川町の四日市製紙株式会社電気部から送電させたのである。これにより

付近の町内にも明かりが灯り、町内における電気点灯の初めになっている。そこまでして電気を引き入

れていることから見ても、芳野庵に電気が引かれていると考えられる。

このほか、「平面図」では本館建物の南北両側に垣が設けられ、特に南側は建物に付着する袖垣となっ

ている。この垣の内側にそれぞれ露地が敷かれ、垣は露地の入口としての中門あるいは中潜りの役割を

果たしていたとも考えられる。露地には植栽が施され、植栽をつなぐ飛び石を配し、手水鉢が置かれて

いた様子が描かれているが、おそらく本館へ導く変化に富んだ数々の演出が施されていたものと思われ

る。

次に、留守居番住宅について考察してみる。「平面図」によると、留守居番住宅は8畳と4畳半の2間

からなり、土間には流し、便所、風呂などが設けられている。本館の礎石建物と比較すると粗雑な造り

であったと思われ、建物基礎は、埋設した根石で柱を支える構造の掘立柱建物である。検出された柱穴

は17個であり、これらは8畳、4畳半と土間の一部に相当し、東側の張り出し部分と住居の西南端の柱

穴は検出されなかった。調査は絵図を参考にして行われ、絵図に描かれている東側張り出し部と西南端

の柱穴は丹念に検出を試みたのであるが、果たして検出できなかったのである。また、根石は地下に埋

設されているため、削平されている可能性も低い。しかし、絵図の信憑性は他の遺構との照合から極め

て高く、東側の張り出し部と西南端に柱が存在していたことは否足しがたい。そこで、この矛盾を解決

するべく、以下のように推測した。つまり、柱穴の検出されなかった部分には、礎石が置かれていたの

ではないかということである。部分的に礎石を設置した理由としては、その部分が入口から本館へと続
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く道に画した目立つところに位置しており、かつ、後述するジャコウバラのアーチがちょうどこの東側

張り出し部の後方から始まるため、アーチ手前の見える部分にだけ礎石を配したのである。まさに明治

の元勲、役を辞した後にも多くの訪問者があったはずである。別荘全体の見栄えに細心の気を配ってい

たのではないだろうか。

2　庭園について

検出された庭園跡については本文で述べたとおりであり、ここでは「平面図」をもとに発掘庭園遺構

と照らし合わせながら庭園の復元を試みてみたい。

まず最初に、遣水についてであるが、検出された遣水跡のレベル差が上流と下流でわずかであること

が本庭園の特徴として挙げられる。推測するに、これは上流と下流の比高差を少なくすることで、流れ

の傾斜をゆるくし、野原の小川を表現しているのではないかと思われる0そのため、影石は全体に角が

なく丸みをおびており、おそらく低には砂利や砂を敷いていたのではないだろうか。「平面図」では庭内

は草地の中に雑木林、槍林が林立し、その中をゆったりと蛇行しながら流れる遣水の様子が措かれてい

る。流れの幅は、広い所で3．2m、狭い所で0・5m、延長75mを測る0また、庭内には苑路が巡り、苑路が

遣水を渡る箇所には飛び石が配されており、この苑路を歩くことで、一通り庭園を一周することができ

る回遊式庭園となっている。一方、古絡荘庭園の遣水は本庭園とは対照的に、傾斜を強めにして両側に

石組みを施し、所々に滝が再現されており、谷山の渓流を模しているのではないかと考えられる0

続いて建物と庭園の関係について注目してみると、以下のような特徴が挙げられる0本館建物から南

を眺めると、山王山を借景とした遣水の庭が広がる0ここでは富士山や富士川の風景は取り込まれてい

ない。反対に、本館から北を眺めると、正面に富士山が位置し、その裾には富士川が流れ、手前右手に

は舟山が存在する。これら周囲の風景を借景にして、花園や蜜柑等の果樹園が広がる眺望雄大な西洋風

庭園となっている。また、この西洋風庭園には道の両側に鉄製アーチが組み込まれていたことが「平面

図」に描かれており、アーチにはジャコウバラを配し、そこをくぐって本館に至る仕組みになっている0

田中伯侍記刊行合（昭和4年）発行の「伯爵田中青山」には、「あの岩淵の眺望絶佳の場所をあたら菓

樹園となし、更に古絡荘前方の畑地に蜜柑、枇杷、梨、柿その他読菜を栽培しておることは訪問客の一

驚を喫する所である。」あるいは「岩淵では興津の園聾試験場長恩田博士の指導で林檎、梨、桃など一時

やってみたが手数の割に収穫が無から此頃は蜜柑と柿と枇杷とだけに止め、・‥後略」と、古硲荘庭園

で果樹園を営んでいたことが記されている0田中光顕の園芸の趣味は芳野庵庭園の果樹園にもあらわれ

ていると言えるであろう。

以上のように、まさに建物を介して南側と北側の庭園の様子は様変わりし、和と洋の正反対の意匠を

凝らしてあることがわかる。

3　地下埋設物について

次に、地下埋設物について、主にその敷設工事の許認可について富士川町役場所蔵の行政資料「枢要

書類」（明治三拾九年以降）から調べてみるo「枢要書類」には、別荘建築にあたり田中光顕と富士川町

や庵原郡、静岡県との間で許認可に関する様々な文書のやり取りが行われていたことが記されている0

その中で特に、芳野庵から古絡荘への導水工事に関わる文書について取り上げ、別荘建築にあたっての

土木工事の規模や、富士川町と田中光顕との関係について類推してみたい0

史料1明治40年12月27日付け「借用金之讃」田中光顕　宛

借り主　富士川町長斎藤三郎、保証人　渡辺直吉

一金参千円也　　但無利息ノコト

右ハ当町伝染病院移転及増築費支弁二差支頭書ノ金員正二受取借用仕候処確実也返済方法ハ来
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ル明治四十一年度ヨリ同四十三年十二月三十日マデ毎年末金壱千円宛割済法ニヨリ参回こ返金

可仕候困テ借用金ノ証如件

史料2　明治40年12月27日付け「借用金之苦」　田中光顕　宛

借り主　富士川町　長斎藤三郎、保証人　渡辺直吉

一金九百参拾四円九拾五銭四厘　　但無利息ノコト

右ハ当町伝染病院移転及増築費一時賄金こ差支頭書ノ金員正二受取借用仕候処確実也返済ノ儀

ハ明治四十一年三月三十日限り返金可仕候因テ借用金ノ証如件

富士川町は明治40年に、当時の伝染病院が人家に隣接し、水路の上流に位置することから伝染病院の

移転とそれに伴う一部新設を行っている。史料1・2によると、その際、3000円（明治43年12月までの

条件で、1年に1，000円返金）と934円95銭4厘（当座の賄い料として、明治41年3月30日までの条件）

を田中光顕から無利子で借金している。どのような経緯で町が田中光顕から借金をしたのかは不明であ

るが、これを境に田中光顕の別荘建築に関する様々な申請がなされるようになる。

史料3　明治41年6月30日付け「土木工事施行願」　庵原郡長　本田龍助　宛

起業者　田中光顕

庵原郡富士川町岩淵字南芳野千三百九十五番地ヲ起点トシ同岩淵字下屋敷六百六十八番地先二

達スル飲用及公共消火用水路ノ為銀管埋設ノ儀起工仕度具工費ハ私費ヲ以テ負担シ工事ハ御指

定ノ期限内こ竣功セシムベク将又将来ノ維持修繕ハ自分二於テ負担可仕候こ付御許可被成下度

別紙設計書及図面相添此段奉願候也

土木工事の起点となっている南芳野1395番地は、芳野庵庭園南側に位置する吉津川取水口にあたり、

下屋敷668番地には古絡荘が位置する。史料ではこの区間に鉄管を埋設し、飲料水と公共消火栓用の水路

として使用することとしている。工事費用や維持修繕費は全て自前で賄うとしながらも、一個人の別荘

のためだけに公共の道路を掘削することに難しさがあったのだろうか。そのため、消火栓用水路として

の用途をもたせ、意図的に工事に公共性を取り入れているのだと考えられる。

史料4　明治41年6月30日付け「水道設計書」　庵原郡長　本田龍助　宛

起業者　田中光顕

（中略）

一　水　量

一　取入口

吉津沢ノ水量一秒時約一立方尺ニシテ之ヲ引用ス

字南吉野千三百九十五番地ノ上流二於テ其ノ流ヲ横断シ堰堤ヲ設ケ其構造ハ粗

石及結成石ヨリ成り表面ハ粗石内部ハ結成石下シ堤ノ高ハ二尺五寸天巾二尺ニ

シテ上流ハ弐拾分ノー下流ハ一二三ノ割合ヲ以テ勾配ヲ附シ或ル場所二於テ巾

三尺ノ排水口ヲ設ケ常二差蓋ヲ設ケ洪水ノ際二開放シテ排水二供ス

ー　導水渠　在来ノ用水路ヲ用ヒ開渠トシ結成石若ハ粗石ヲ以テ積立以テ溜池二引用ス

一　池

（中略）

敷地ノ地形二倣ヒ面坪約百七八拾坪深六尺乃至七尺ニシテ約四万五千参百余立

方尺ヲ貯水シ得テ約七八時ノ水量ヲ貯フ
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一　水管線路　第一項こ記載スル如クニシテ管ハ鋳銭こシテ口径十吋長拾壱尺五寸乃至十二尺

トス埋設ノ土冠ハ最少二於テ弐尺五寸以上乃至三尺トス

接合ハ鉛及麻ヲ充填シ充分打固ムルモノトス吉津橋上流池ノ川表及障道入口ハ

川表二相嘗ノ石垣ヲ築キ水管ノ保護ヲナシ山裾二沿テ橋ノ上流ナル水車敷ノ中

央ヲ横断シテ橋下水卓二使用シツツアリシ随道中ノ用水路二埋設シ里道こ移り

昇リテ解道二布設ス

用水路及小川ヲ横断スル所ハ総テ川底二埋設シ周囲ハ厚五寸乃至八寸以上ノ結

成石ヲ以テ被包ス

水管ノ最高所ニハ排気弁ヲ設ケ最低所こハ排水口及阻水蓋ヲ設備シーハ空気ヲ

排シーハ銭管ノ清掃若クハ排水二供シ排気弁ハ鋳銭製ノ析及蓋ヲ設ケ縁石ヲ仕

付道路面ト平坦ナラシム排水等ノ阻水蓋ハ相嘗ノ鋳銭筐ヲ設置シテ道路面ト平

坦ニス

ー　消火栓　　市街中三ヶ所ヲ設置シ単口こシテ口径弐吋半トシ鋳銭製ノ析及蓋ヲ設ケ非常ノ

際ハ自由二之ヲ開閉ヲ為シ得ベキ装置トス

（後略）

史料4は史料3「土木工事施行願」の添付資料である。

池は芳野庵貯水池のことで、面積約170～180坪、深さ6～7尺、貯水量約45，300立方尺で、実際には

その7～8割の水を貯水するとなっている。

水管は鋳銭で口径十吋、長さ11尺5寸～12尺のものを使用。2尺5寸～3尺の深さに埋設し、接合は

鉛と麻を使用し打ち固める設計になっている。また、用水路及び小川を横断する部分はすべて川底に埋

設し、周囲は5寸～8寸以上の結成石をもって被包するとしてある。さらに、管の最高所に排気弁、最

低所には排水施設を設置し、排気、排水あるいは泥や芥を取り除くために用いている。おそらくこの施

設は、調査で検出された4号竪坑や3号桝、5号排水施設の泥吐バルブ等に相当するものと思われる。

消火栓は市街中3ヶ所に設置し、非常の際には自由に使用できる設計になっている。

史料5　明治41年6月30日付け「道路使用願」　富士川町長　賓藤三郎

差出人　田中光顕

一　道路ノ名称　　里　道

一　使用所在地　　富士川町岩淵字舟山千三百七十番地先ヨリ同千三百六十九番ノ第一地先及

同町字塘内九百九十三番ノ四ノ二ノ二地先ヨリ字下屋敷六百六十八番地先

二至ル

（中略）

一　使用ノ目的及方法　　飲用、庭園用、及公共用消火栓設置ノ為十吋鉄管ヲ埋設ス　詳細ハ

設計書ニアリ

ー　使用ノ期間　　明治四十一年七月一日ヨリ向フ五十ヶ年間トス

ー　使用料　　無　料

（後略）

史料4は、舟山1370番地地先から1369番地の1地先と、塘内993番地の4の2の2地先から下屋敷668

番地地先の里道に十吋鉄管を埋設するための道路使用許可願いである。使用目的は、史料3の庵原郡長
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宛では飲用と公共消火栓用水路となっているが、富士川町長宛の史料4ではそれに庭園用がつけ加えら

れている。庵原郡長宛には敢えて「庭園用」をその使用目的に加えなかったとするのは考えすぎであろ

うか。また、道路の使用期間は50年とし、その間の使用料は無料と申請している。公共消火栓用水路を

兼ねているとは言え、公の道路を50年間無償で使用すると申請できたのは、宮内大臣としての地位と権

力のためだろうか。

史料6　明治41年7月2日付け 田中光顕　宛

差出人　富士川町役場

明治四拾壱年六月廿七日願道路使用及土木工事施行ノ件許可相成候こ付指令書及送付候也

史料7　明治41年6月30日付け　　　　　　　田中光顕　宛

静岡解指令中土第二七七七競　　　差出人　静岡解知事　李家隆介

明治四拾壱年六月廿七日願道路使用及土木工事施行ノ件許可候候左ノ通り心得へシ但水面使用

願直チニ差出スベシ　（後略）

史料6・7によると明治41年の7月2日と6月30日に、それぞれ富士川町と静岡県から道路使用許可

が出されている。しかし、田中光顕からの許可願いが申請されたのは、同年6月30日である（史料3・

4）。一方、こちらの史料では6月27日に許可願いの申請がなされているとしてある。どちらかが誤りで

あると考えられるが、いずれにしても認可に至るまでの時間があまりにも短く、その手際の良さに驚く。

推察するに、事前に両者の間で話がついており、許認可の書類はたんなる形式的なものだったのではな

いかと考えられる。

史料8　明治41年12月30日付け「水路変更工事御許可願」　静岡県知事　李家隆介　宛

差出人　田中光顕

富士川町岩渕字舟山千三百七十三番地先吉津沢水路ハ（岩渕別邸引用水道鉄管埋設地付近二当

ル）屈曲迂回シ排水不充分二有之候間同所字北吉野千四百七十三番同千四百七十四番ノーへ水

路変更仕り度該工事バーハ河身ヲ改良シーハ水道鉄管保護上必要二有シ其工費ハ自弁可仕候処

特別ノ御詮議ヲ以テ御許可被成下度工事設計書及図面相添此段奉願候也

明治42年1月11日付け「副申」　　　差出人　富士川町長　斎藤三郎

別紙田中光顕ヨリ出願二係ル水路変更ノ件実地踏査仕り候所支障ナキモノト認定候間此段及

副申候也

田中光顕から県知事に宛た「水路変更工事御許可願」に、富士川町長の「副申」が添えられて申請さ

れている。なお、この申請には別に「川敷変更工事設計書」が添付されているが、本稿では省略する。

また、同日、県知事宛にもう一通、北吉野1469～1470番地での「水路変更工事御許可願」が出されて

おり、2カ所で水路の変更がなされていることがわかる。2カ所の水路変更は共に蛇行部分を付け替え

て直線的な流れにし、効率的な排水を得ることと、鉄管の保護のために行うとしている。

一方、「川敷変更工事設計書」によると、工費はそれぞれ382円10銭、735円66銭6厘と見積もられてお

り、すべて自弁で賄うとしている。

水路変更のなされた場所の正確な特定はできないが、番地から判断すると共に調査区の3区に相当し、

調査結果と符合してくる点が興味深い。
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これに対して、史料としての掲載は省略するが、静岡県知事の許可は明治41年1月11日に下りている。

ここでも申請から期間をあけず直ちに許可されていることがわかる。手元の史料だけでの判断であるが

当時、富士川町と田中光顕との関係はかなり密接なものであったことは間違いないようである。このこ
l

とは：古賂荘の広大な用地を確保したいきさらからも窺え、合計2反2畝9歩の町有地を田中光顕に寄

付することを明治42年9月15日に町議会で可決している。このときの町議会議長は町長の賓藤三郎が兼

任しており、決議書には「伯（田中光顕）には当町教育その他、公共のための寄付金を6000円余りに及

び受けている。そのため無償とする。」と記されている。

4　田中伯偉記刊行舎（昭和4年）発行の『伯爵田中青山』

『伯爵田中青山』は田中光顕が87歳の寿を重ねたことを記念して発行された書であり、本書の内容は

その性格上、大袈裟な表現がなされていたり、客観性に欠き、或いは偏った方向からの記述がなされて

いる可能性が高く、そういったことを差し引いて考えなければならないが、当時の芳野庵とその庭園に

ついての様子を窺い知る貴重な資料の一つであると言える。

特に本書の中で注目されるものとして、横山健堂氏の「芳野庵」を称えた次の一節がある。

史料9

「先づ山上、水源地に登る。則ち山荘、無量の水趣の源泉である。水源に近くして小庵、殊に俳趣を

凝らす。茅屋を一棟、僅に膝を容るべし、壁上に槍一本を懸ぐ。狭き竹緑の外、土帳より寛を渡し、清

水チヨロチヨロとして来って薄の叢に瀕ぎて馨あり。此の茅庵に至るの前、潅木、雑草、蓬々として路

を埋め草頭は人頭を没す。草を押し分けて庵を尋ぬるに、更に、一蜂、一品を見ず。雑草の中に麗花咲

き、一箇の株網だも発見せず。書ける山中の草庵、流水は、事実に於ては虻、蜂、或は蛛網あり、蚊あ

り、文明人の閑臥するを許さざるものである。唯だ此の山荘は書けるが如く、山中の草庵、雑草、悉く

快適ならざるは無し。‥・中略。

山荘の軒下、石畳のところより芳草数尺、離々として生ひ茂り、殆んど草の伸びたき債に伸びたる草

野の如し。此の草庭の中に灯寵を立て、卒然として見れば境野のごとくにして、実は花草の草庭である。

則ち精練されたる野趣の庭園である。斯の如き庭園は、則ち彼が所謂田中式の極めて発揮されたもので

ある。…後略。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『伯爵田中青山』田中伯博記刊行合

その内容を検討してみると、いくつかの興味深い事項が浮かび上がってくる。まず、「小庵」であるが、

本書によると俳趣の凝らされた小庵で、茅葺きと記されている。この小庵が調査によって検出された本

館建物跡であると考えられる。また、この小庵の外には寛が渡され、水が流れていた様子が記されてい

るが、これは検出された4号排水施設がその一部をなすと考えられる「鉢前用水」に符合する。鉢前用

水は「表示図」によると本館建物南側に位置する手水鉢への配水施設として描かれている。

一方、庭園に関しての記述を追うと、次のようなことがわかる。芳野庵庭園は「草を押し分けて庵を

尋ねる」とこの庭を訪れる者に感じさせるほど、人の手が及んでいない野を演出した庭園であり、しか

しその実は雑草の中に虫一匹兄いだせない徹底した管理がなされていたということがわかる。

さらに、庭園についての記述の中に「境野」とあるが、この表現からすると庭園を流れていた遣水は

野辺を緩やかに流れる小川が想像され、少なくともいくつもの滝を配しく渓谷の激しい流れを模した古

硲荘庭園の姿とは対照的な流れであったと思われる。そこで実際に検出された遣水跡のレベルを調べて
ノ

みると興味深い結果が得られる。例えば2号遣水跡と3号遣水跡でみてみると、両者のレベル差は約0．

1mであり、直線距離はおよそ6mである。両遺構の残存状態は良好ではないため、正確なデータとは言

えないが、両遺構間の流れの勾配は約1．7％と計算される。同様に1号遣水跡から2号遣水跡までの勾配

及び3号遣水跡か4号遣水跡までの勾配は、それぞれ流れが直線だったと仮定しても2％ほどである。
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この数値は流れとしては、想像以上に緩やかなものであったと考えられる。普通、水が滞りなくせせら

ぎ流れる勾配は3％が一つの目安になっており、これからすると、庭内を流れた遣水は緩やかな傾斜を

静かにゆっくりと流れていたと捉えて間違いないであろう。このような流れが当てはまる場所こそが、

まさに「境野」であると考えられる。

さらに横山氏は本書の中で、芳野庵について次のような記述を残している。

史料10

「其の小径、蔓草花を以て洞道を造る。洞道を出れば、右に花草の花壇あり、左に正方形、地積一反

ばかりの池塘を掘り、水を湛へ、池の中央に沈魚亭を浮かぶ。水底をセメントを以て固め、亭には礎を

置かず、碇を以て繋ぐ、小舟に樟して亭上に遊び、暫く団欒、或は句を案じなどして、山中の別天地を

楽しんだ。…後略。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『伯爵田中青山』田中伯侍記刊行合

「平面図」によると長屋門から芳野庵本館に至る道の両側には鉄製アーチが組まれており、そのアー

チをくぐって本館に通じる構成になっている。アーチにはジャコウバラが配されている。文中の「蔓草

花を以て洞道を造る」はジャコウバラのトンネルと見事に一致する。また、「左に、正方形、地積一反ば

かりの池塘を掘り」は、ジャコウバラのトンネルを出た左手に位置する貯水池と正確に重なる。また、

「池の中央に浮かぶ沈魚亭」は「表示図」「平面図」の両図面に描かれており、さらに、その地底はセメ

ントで固められているのは調査によって明らかとなっている。

以上の点からすると、横山健堂氏が本書で述べている「芳野庵」についての記述はかなりの部分にお

いて、客観的な内容を多く含んでいると考えられる。氏の表現から想像される芳野庵の姿は、野辺を緩

やかに流れる小川とそこに仔む質素な草庵がイメージされる。野辺の小川を構成しているのは、水と石

と植栽であり、この三つの要素を微妙に組み合わせ、「芳野庵」という限られた空間にもう一つの自然を

造りだそうとしていたのではないだろうか。「古硲荘」の河岸段丘の高低差を利用して、流れと滝を配し

た躍動的な構成が山間だとすれば、「芳野庵」はまさに里の風景であり、貯水池は大海を表現していると

も考えられる。緩やかな小川の流れと静かに仔む池からなる庭園は、山上の草庵を訪れた者に強烈な印

象を与えたことであろう。

「芳野庵」は単に古絡荘への給水施設であるという性格以上に、古硲荘にはない自然景観を表現した

一つの完結した世界を有していると思われる。また、古硲荘と対比させることでその特徴がより鮮明に

浮かび上がってくるという、田中光顕の巧みな演出が強く感じられるのである。

また、本書には田中光顕の談話が掲載されており、そこには敷地選定の理由について以下のように述

べられている。

史料11

「岩淵ト居の由来」

貴顕紳士の別荘といへば鎌倉、大磯、葉山、小田原などゝ大抵相場の定まってをるのに、青山

伯は何故に其別業を都に遠き岩淵に営みたるか。是に就き伯は語って日く。自分は曾て橘南漢

の東遊記を読み、その中に『余　盛岡近所にて馬に乗Lに、其馬方の物語に、我祖父代々駿河

と名附くといふ。余も驚きて馬方杯をする身の父の如何なれば斯る国名を名乗る事ぞ。御身の

父祖は如何なる家筋の人にやと間ひしに、馬方答へて、此名には深き由来こそ侍れ。某が祖父

参宮せし時、道すがら諸国の景色風土を見及びけるに、其の中に駿河国程よきはなしと思ひけ

るが帰りての後も猶彼国床しく覚えける債、自からの名を駿河と附し一生を終ぬ、我父も亦た

其父の名なれば同じく駿河と名乗りぬ。某も又た駿河と名乗るべきを在所の庄屋あまり大なる
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名なりとて否みける債、某ばかり又助と申なりといへり0余も覚えず馬上に笑を催ふせり』と

あるに頗る感興を催ほして居たが、其後東海道を旅行し富士川附近を通る毎に成程雄大なる景

色だと感心して、トウトウ此所にト居することになった。

『伯爵田中青山』田中伯博記刊行合

明治維新によって新しく登場した政・財界の有力者たちは、西洋の価値観や様式の導入につとめなが

らも、伝統的な日本文化を忘れることがなかった。そして、書画や骨董のほか建築・庭園などにも興味

を示し、茶会を催しては交遊を深めていった。田中光顕もこの例にもれず、多くの政財界人がこの地を

訪れている。

しかし、東京に住む元勲・富豪と言われる人々の別荘地といえば、史料にもあるように鎌倉や大磯な

どの湘南方面がほとんどであった。この地を別荘地に選定することは、当時としては大変珍しいといえ

る。史料にある駿河と名乗る馬子の件は真偽のほどは定かではないが、この地の景観のよさを気に入っ

ていたことは事実であろう。別荘建築に際して、富士山への眺望に田中光顕の深いこだわりが随所に窺

えるのがそれを物語っている。
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付編　自然科学分析　縄文時代の埋蜜内容物に関する調査

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

富士川SA関連遺跡は縄文時代中期末から後期前半にかけての住居跡が検出されている。住居跡には埋

賓が1個体ないし2個体埋設されている。そこで、埋寮内の内容物、特に動物遺体の埋納についての情

報を得るため、脂質分析を行った。

脂質分析

試料

縄文時代中期後半のSB－22で検出された埋襲1から採取された3点である。試料番号1は埋賓覆土、

試料番号2は掘り方覆土、試料番号3は対比試料として掘り方直下の地山である。

方法

脂肪酸分析の方法を1脂質の抽出、2　クロマトグラフィーの測定の順に記述する。

1　脂質の抽出

抽出に適当な大きさのビーカーに試料を十分浸るようにクロロホルムーメタノール（2：1）混合液

を加え、超音波浴槽内で30分間脂質を抽出した。次にクロロホルムーメタノール層を濃縮して得られた

抽出物に、無水メタノール5％HCl溶液2mlを加え再溶解させ、スクリュウキャップ付耐圧試験管に移

し変えて、1000Cで2時間加熱、脂質のメチルエステル化反応を行った。

反応終了後、メチルエステル、ステロール類を抽出するために水2m1、ヘキサン4mlを加え遠心分離

機を使用し、ヘキサン層と水層に分離した。分取したヘキサン層に再びヘキサン3mlを加え遠心分離の

操作を繰り返しヘキサン抽出層を合わせた後2％KHCO。溶液を加え洗浄し再び遠心分離を行った。ヘ

キサン層を回収して無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮しガスクロマトグラフィーに注入した。

2　脂質分析

脂肪酸メチルエステル、ステロール類とも分離、分析時間を考慮の上次の条件で測定を行った。脂肪

酸分析にはULBON HR－SSlOカラムを用い500C～1500Cまで200C／min1500C～2200Cまで30C／minで昇

温し12種の脂肪酸について、またステロール分析にはJ＆W SAIENTIFICDB－1－30W－STDのカラムを

用い2700Cで6種類のステロール類についてそれぞれガスクロマトグラフィー標準品の検出時間ピーク

面積注入量を基準にして同定、定量を行った。ステロールは脂肪酸よりも含有量が少ないため5倍量を

ガスクロに注入した。よって表に示すステロール量と脂肪酸の量を比較する際にはステロール量を5倍

にして計算する必要がある。

結果

分析結果を表10に記す。

考察

SB－22埋賓1の覆土（試料1）と掘り方覆土（試料2）の脂肪酸組成はきわめて類似しており、ほと

んど差が認められなかった。これらの試料はステイグマスロールなど植物由来のステロールが卓越して

おり、動物由来のコレステロールはともに13％台と低いのが特徴である。

一方、地山（試料3）では脂肪酸組成が埋賓覆土・掘り方と類似しているが、ステロール組成ではエ

ルゴステロールが卓越しており、埋賓覆土・掘り方とは組成が若干異なる。しかし、このエルゴステロー
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第174回　SB－22配置図

／

臣事巨

1．暗褐色粘質土

1．暗褐色粘貿土（7．5YR3／3）粘性・しまり強い
炭化物・明褐色・橙色粒子含む

2．暗褐色土　　（7．5YR3！4）粘性・しまり強い
炭化物微量に含む

3．褐色粘質土　（7．5YR4／6）粘性・しまり強い
黄褐色橙色粒子微量に含む

第175図　SB－22試料採取位置図

写真4　SB－22検出状況

－217－

写真5　SB－22埋藍検出状況



ルも植物由来でありコレステロールが14％台と少ない点では類似する。

したがって、今回の分析結果から見る限り埋賓の覆土にヒトを含む動物遺体が埋納された可能性は少

ないといえる。なお、埋賓覆土と掘り方はほぼ同質の土壌で埋積されているものと見られる。

表10　脂質分析結果

ノ〈　パ　ス　オ　リ　リ　ア　エ　ア
ル　ル　テ　レ　ノ　ノ　ラ　イ　ラ

チ　ミ　ア　イl　レ　キ　コ　キ
ミ　ト　リ　ン　ル　イ　ジ　サ　ジ

ン　レ　ン　酸　酸　ン　ン　エ　ン

酸‡酸　　酸酸蒜酸
酸

ベ　エ　リ　ネ
ヘ　ル　グ　ル

ン　ク　ノ　ボ

酸　酸　セ　ル
リ　ン

ン　酸

酸

試料番号1

コ　　　　　　コ

プ　　　　レ

ロ　　　　　ス

ス　　　　　テ

タ　　　　ロ

ノ　　　　l

I　　　　ル
ル

埋聾覆土

エ

ル
ゴ

ス

フ‾

口

l

ル

カ

ン
ぺ

ス

テ

ロ

】

ル

ス

チ
グ
マ

ス

フ‾

ロ

l

ル

シ
ト

ス

テ

ロ

1

ル

パ　パ　ス　オ　リ　リ　ア　エ　ア　べ　エ　リ　ネ
ル　ル　テ　レ　ノ　ノ　ラ　イ　ラ　ヘ　ル　グ　ル

チ　ミ　ア　イ1レ　キ　コ　キ　ンク　ノ　ボ
ミ　ト　リ　ン　ル　イ　ジ　サ　ジ　酸　酸　セ　ル

蒜三品酸酸蒜品孟蒜　孟蒜
酸

試料番号2

コ　　　　　　コ

プ　　　　レ

ロ　　　　　ス

ス　　　　　テ

タ　　　　ロ

ノ　　　　I

l　　　　ル

ル

掘り方覆土

エ

ル
ゴ

ス

テ
ロ

I

ル

カ

ン

ぺ

ス

テ

ロ

I

ル

ス

チ

グ
マ

ス

テ
ロ

l

ル

シ

ト

ス

テ

ロ

l

ル

パ　パ　ス　オ　リ　リ　ア　エ　ア　ベ　エ　リ　ネ
ル　ル　テ　レ　ノ　ノ　ラ　イ　ラ　ヘ　ル　グ　ル

チ　ミ　ア　イ】レ　キ　コ　キ　ン　ク　ノ　ボ
ミ　ト　リ　ン　ル　イ　ジ　サ　ジ　酸　酸　セ　ル
ン　レ　ン　酸　酸　ン　ン　エ　ン　　　　リ　ン
酸　イ　酸　　　　酸　酸　ン　酸　　　　ン　酸

ン　　　　　　　　　　酸　　　　　　酸
酸

コ

プ
ロ

ス

タ

ノ

l

ル

試料番号3　地山
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2　7号配石　検出状況（南西より）11号配石　検出状況（南東より）
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122号配石　上面（北より） 2　22号配石　下部（南より）



図版24

．く

・てゝ　・・　　、－　J

4　31号配石　検出状況（北より）
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1　弥生～古墳時代SB－1
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図版32

1　B－1区　平安時代全景（傭撤写真）
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図版34

．1

1SB－2　完掘状況（西より）

Z SB－3　完掘状況（東より）
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2　SB－30竃　完掘状況（西より）
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図版65

壷志‾忌圭子
4　1号煉瓦組　下部検出状況（南より） 5　2号便所跡　検出状況（南より）
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1号遣り水跡　完掘状況（南より）
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図版67

肯・、・一千．二、二審崖‥＿：l二I｛＿威
5　土管接合部（東より） 6　1号升及び7号土管検出状況（南東より）
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図版70

3　貯水池取水口（南東より）
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