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序　文

　熊本県上益城郡嘉島町の二子塚遺跡は、熊本内陸工業用団地造成事業用地内に所在

した遺跡である。熊本県が造成事業を開始するにあたり、熊本県教育委員会が同地内

の埋蔵文化財確認調査をおこなったところ、縄紋時代、弥生時代、古墳時代等の有力

な遺跡が存在することが判明した。

　造成に先立ち、熊本県教育庁文化課は、昭和 63年度から平成２年度まで現地での

発掘調査を実施した。調査では、各時代の多種の遺構や大量の遺物を検出し、発見し

た。とりわけ、中心となる弥生時代のムラ跡は、熊本県を代表する質及び量を有する

ものであった。

　これらにつき、ここに報告書として刊行し、滅失した遺跡の記録としたい。

　なお、調査の実施にあたっては、熊本県諸機関の協力はもとより、地元の嘉島町当

局、甘木地区の皆さんの多大な協力と援助があった。城南町教育委員会からは、清田

純一調査員の派遣をいただいた。心から厚く御礼申し上げる。

　また、専門的調査を行い一貫して報告書作成に多大な援助をいただいた愛媛大学考

古学研究室の下條信行先生、熊本大学考古学研究室の甲元眞之先生、名古屋大学考古

学研究室の村上恭通先生及び発掘現場を訪問され貴重な助言と励ましをいただいた全

国の考古学研究者の皆さんに、深甚より感謝の誠を表したい。

　　平成４年３月 31日

熊本県教育長　佐藤幸一　　　



例言

１�　本書は、熊本内陸工業用団地造成事業に伴い記録保存を目的として実施した、熊本県上益城郡嘉島町大字甘

木所在の二子塚古墳及び二子塚遺跡（共に調査後滅失）の発掘調査報告書である。

２�　当該遺跡の調査は、熊本県教育委員会が調査主体となり、同文化課が調査を担当した。

３�　発掘資料の整理は、熊本県文化財収蔵庫（熊本市健軍）で実施した。なお、記録及び遺物の保管は、熊本県

文化財収蔵庫（熊本市渡鹿）が行っている。

４�　本書の編集は、島津義昭（文化財調査第一係長）及び村上恭通（名古屋大学考古学研究室）が行った。

凡例

１�　二子塚古墳及び二子塚遺跡を総称して、二子塚との記述を用いる。

２�　遺構の種別を示すため、以下の略号を用いた。なお、掘立柱建物には略号を用いていない。

　　　　SA：柵列、SB：竪穴住居、SD：溝、SJ：甕棺墓及び埋設土器、SK：土壙、SV：条溝、SX：その他

３�　遺構には、種類ごとに、連番を付した。

４�　遺構実測図は、遺構ごとに甕棺墓を縮尺 1/10、住居址等、その他の遺構を縮尺 1/20 で実測し、作成した。

本書には各実測図に縮尺を付して収録している。

５�　遺構配置図は、調査区全体を縮尺 1/100 にて平板測量し、作成した。本書には縮尺を付して収録している。

６�　各遺構図の方位は、磁北である。

７�　遺物には、種類を問わず一括して、連番を付している。

８�　出土遺物実測図は、甕棺を縮尺 1/2、土器等、その他の遺物を縮尺 1/1 で実測し、作成した。本書には各実

測図に縮尺を付して収録している。
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1　二子塚の調査概要
　二子塚は、縄紋時代早期の集石 3 群、縄紋時代晩期の埋設土器 2 基、弥生時代中期の

甕棺墓 6 基、弥生時代後期の住居址 267 基、条溝 1 条、古墳時代後期の円墳 4 基、古代

の掘立柱建物址 18 基、柵列 3 条を主たる遺構とする複合遺跡である。このうち、古墳時

代後期の円墳 1 基が二子塚古墳であり、他の遺構は二子塚遺跡に属する。

1-1　二子塚の位置

　二子塚は、熊本県上益城郡嘉島町大字甘木地内に所

在する。この報告書では、二子塚古墳及び二子塚遺跡

を総称して二子塚と記述したい。

1-2　調査の目的

　熊本内陸工業用団地造成事業に伴い、当該用地内の

二子塚古墳及び二子塚遺跡が滅失するため、当該遺跡

の発掘調査を実施し、記録保存を行うことを目的とし

た。

1-3　調査の経緯

1-3-1　調査の契機

　昭和 62（1987）年、熊本県は、上益城郡嘉島町大

字甘木地内に 42ha（予定）と大規模な熊本内陸工業

用団地を造成することとした。熊本県教育庁文化課は、

熊本県産業開発課からの依頼により、昭和 62 年 9 月

13、14、28 及び 29 日に当該地内において埋蔵文化

財確認調査を行った。その結果、二子塚遺跡地区に

25,500㎡の弥生時代の遺跡が存在し、35,000 千円の

調査費が必要との内容をとりまとめ、昭和 63 年 10

月 1 日に報告した。当時、当該地区内には 209 名の

地権者があり、用地買収は熊本県が直接実施するため、

熊本県出納長の総括の元、関係各課から用地買収、埋

蔵文化財等、関係人員を選出した。当該事業に係る埋

蔵文化財関連の措置を担当する熊本県教育庁では、文

化財調査を職掌する文化課が調査計画並びに担当者選

出にあたった。

　造成の中心地は、大字甘木字塚の上 他であった。

この地は『全国遺跡地図 熊本県』「熊本 11 御船」所

収の「179 二子塚遺跡」及び「180 二子塚古墳」に

該当する周知の埋蔵文化財包蔵地であったが [ 文化庁

1965]、先の確認調査で古墳が現存すること、及び古

墳の北側の畑地に濃密な遺構分布地域があることが判

明していた。古墳のある地区は通称「クロキドン」と

呼ばれ、北側の遺構分布地域は小字が「二子塚」であ

るので、遺跡の名称を遺跡台帳のとおり「二子塚古墳」

及び「二子塚遺跡」として、昭和 63（1988）年 11

月から平成 2（1990）年 3 月まで発掘調査を実施した。

1-3-2　調査体制

　二子塚古墳及び二子塚遺跡の発掘調査は、熊本県教

育庁文化課が担当し、その経費は熊本県の単独負担で

実施した。

　なお、調査担当者は以下のとおりである。

＜昭和 63 年度＞

調査責任者　江崎　正（文化課長）

調査指導　　隈　昭志（課長補佐）

　　　　　　桑原憲影（文化財調査第二係長）

調査担当　　島津義昭（参事）

　　　　　　磯野雄二（文化財保護主事）

　　　　　　中川祐二（嘱託）

　　　　　　松舟博満（嘱託）

図 1　二子塚の位置
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　　　　　　宮川　聡（嘱託）

　　　　　　六田育子（嘱託）

＜平成元年度＞

調査責任者　江崎　正（文化課長）

調査指導　　隈　昭志（課長補佐）

　　　　　　桑原憲影（文化財調査第二係長）

調査担当　　島津義昭（参事）

　　　　　　磯野雄二（文化財保護主事）

　　　　　　中川祐二（嘱託）

　　　　　　松舟博満（嘱託）

　　　　　　六田育子（嘱託）

1-3-3　調査経過

　調査は、大きく二次に分けて実施された。

　第 1 次調査は、25,500㎡を調査対象として、昭和

63（1988）年 11 月 2 日から平成元（1989）年 10

月 5 日までの期間に実施した。

　第 2 次調査は、10,000㎡を調査対象として、平成

元（1989）年 10 月 11 日から平成 2（1990）年 3

月 29 日までの期間に実施した。これは、二子塚遺跡

の規模が当初予想より大幅に増大することが判明し、

係る予算補正等の措置を執ったためである。

　この間の経過を、やや詳しく記す。調査開始直後の

12 月に、過去に地権者が当初の調査対象地北側の畑

地を地下げしたところ大量の土器が出土したとの話し

を聞き込み、3 月に地下げした畑地の法面を精査した

ところ、Ｖ字形の溝の断面を確認し、その地点から溝

が東西に延びていることが判明した。このことから二

子塚遺跡は環濠（条溝）集落となることが確実となり、

当初の調査対象地 25,500㎡に 10,000㎡の追加調査

を加えることが必要と判断したのである。このことに

より、最終的には 35,500㎡が調査対象地区となった。

＜第 1 次調査＞

　第 1 次調査は、昭和 63（1988）年 11 月 2 日、二

子塚古墳のトレンチ設定から開始した。同年 12 月 8

日に二子塚古墳の調査は終了した。

　これと併行して、11 月 16 日から 11 月 22 日まで、

二子塚遺跡の東に位置する御船町地区の試掘調査を

行った。御船町大字高木字上立花 2403-1・2・3 の

地区に 10 ｍ間隔のグリットを設定し、2 ｍ幅のトレ

ンチを掘り進めたが、遺物及び遺構を確認することは

できなかった。

　昭和 63 年 12 月 19 日から 12 月 28 日にかけて、

二子塚遺跡の表土剥ぎを重機により実施した。この結

果、100 基に迫る住居址、方形周溝墓らしき溝等が

存在することが判明した。昭和 64 年 1 月 11 日に最

初の住居址 SB1 の掘り下げを行った。以後、住居址

を順次掘削していく。3 月 17 日にはＶ字溝の断面を

精査した。

　平成元年度は、4 月 11 日から調査を開始した。こ

の間、北側への集落の広がりやＶ字溝などの存在から、

調査面積と係る経費の追加が正式に決定した。

　平成元（1989）年 10 月 5 日をもって、第 1 次調

査は終了している。

＜第 2次調査＞

　第 2 次調査は、平成元（1989）年 10 月 11 日から

10 月 19 日まで、表土剥ぎを重機により実施するこ

とから始まる。

　表土剥ぎに引き続き、排土地の精査を行ったところ

甕棺が存在することが判明した。現存の調査員体制で

は平成元年度内での調査完了に無理をきたすことが予

想されたので、優秀な専門調査員を有する下益城郡城

南町に援助を仰ぐこととした。城南町教育委員会から

は、清田純一氏が調査に参加し、主に甕棺調査を担当

した。

　また、同年 12 月 24 日、SB153 から小鉄片が多く

出土し始めたため、専門研究者による調査が必要と判

断し、当該遺構の掘削を中止して広島大学大学院（当

時）の村上恭通氏に来訪を乞うた。

　平成 2（1990）年 3 月 29 日に、現地での調査は

終了した。

1-3-4　整理体制

　整理作業は、平成 2 年度から平成 3 年度まで熊本

県文化財収蔵庫（健軍）にて実施した。

　なお、整理担当者は以下のとおりである。

＜平成 2年度＞

整理責任者　江崎正（首席教育審議員兼文化課長）

整理指導　　隈昭志（教育審議員兼課長補佐）

　　　　　　桑原憲彰（主幹兼文化財調査第二係長）
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整理担当　　島津義昭（参事）

　　　　　　磯野雄二（文化財保護主事）

　　　　　　六田育子（嘱託）

＜平成 3年度＞

整理責任者　大塚正信（文化課長）

整理指導　　隈昭志（教育審議員兼課長補佐）

整理担当　　島津義昭（文化財調査第一係長）

　　　　　　六田育子（嘱託）

1-3-5　整理経過

　現地で作成した遺構実測図等は、マイクロフィルム

化した。この報告書掲載の図版作成に際しては、マイ

クロフィルムから焼き付けた版を第二原図として使用

している。

　出土品の大半は現地にて水洗してあったため、整理

作業は土器等の接合作業から開始した。

　土器等の整理に際しては、接合作業の後、順次、遺

物に連番を付し（実測番号）、実測、製図作業を実施

した。このため、遺構等、出土単位内で遺物番号が連

続するとは限らない。この報告書では、後代の煩を避

けるため、この実測番号を用いている。土器類は、必

要に応じて石膏で補完している。

　青銅器については藤丸詔八郎氏、古代の土器につい

ては網田龍生氏、各氏から助言をいただいた。感謝申

し上げる。

　鉄器については、錆落とし、含浸処理を実施した。

なお、発掘から保存処理の各段階並びに分析・考察に

いたるまで、村上恭通氏の手を煩わせた。同時に、村

上氏には共同編集の労も執っていただいた。この報告

書の多くは村上氏の尽力に依るものである。特に記し

て感謝申し上げる。

1-3-6　調査参加者

　調査に際しては、以下の皆さんの参加をいただいた。

お名前を記し、感謝いたします。

＜調査＞

芦 田 ミ ヨ カ、 麻 生 ア ヤ 子、 生 田 美 佐、 今 井 慎 子、

岩永重子、岩本結子、上田俊一、大川久江、大塚シズ子、

大 野 芳 一、 海 津 宏、 甲 斐 原 綾 女、 柿 田 よ し 子、

勝 田 信 子、 河 原 美 紀、 木 村 早 苗、 工 藤 ト ミ 子、

栗 崎 ミ ツ ヨ、 小 林 定 子、 坂 井 順 子、 栄 田 マ サ エ、

高木シゲ子、高田マツコ、高崎ミネ子、田中敏子、

田 端 澄 子、 田 畑 み さ 子、 田 端 由 美、 塚 野 洋 子、

殿島由美子、富永まつめ、富永ミサ子、中林スエ子、

鍋田竜子、鍋田房子、西澤景、野口京子、林田ムツエ、

平 井 和 子、 平 井 希 世 子、 平 井 玲 子、 福 田 久 美 子、

福山スエメ、藤島京子、堀川ハツエ、本田ミツエ、

前田志磨江、前田美由紀、三浦貞子、水上かよ子、

水 野 ヒ デ、 水 元 ミ ス エ、 宮 本 芳 子、 村 川 美 代 子、

村 崎 妙 子、 村 崎 陽 子、 森 島 純 子、 森 島 ユ リ コ、

森田富美子、森田ハルエ、森田芳江、森永スエ子、

安田春江、山村フジエ、山本アイコ、吉田ツイコ、

吉田静枝、吉富ミツエ。

寺井誠、宮田剛、山下志保。　　　（順不同、敬称略）

＜整理＞

有村和子、笠間イツ子、北崎、木下俊恵、木下春千代、

瀬口絹代、徳永みどり、平井和子、平畑信子。

市川浩文、秦憲二、園田淳美、田中聡一、田中則子、

増田直人、松村真紀子、吉本健一。　　（順不同、敬称略）

1-3-7　調査協力者

　現地調査、整理分析の過程において、以下の方々に

暖かな指導をいただいた。お名前を記し、感謝いたし

ます。

網田龍生、荒尾延寿、李南珪、石野博信、江坂輝弥、

大坪志子、大貫静夫、乙益重隆、河瀬正利、清田純一、

甲元眞之、潮見浩、下條信行、白木原和美、椙山林継、

冨田紘一、中越利夫、西健一郎、韓永熙、藤丸詔八郎、

宮原晋一、村上恭通、家根祥多、山崎純男、渡辺誠。

嶺南考古学会、九州考古学会、肥後考古学会、愛媛大

学考古学研究室、熊本大学考古学研究室、名古屋大学

考古学研究室、広島大学考古学研究室、嘉島町・嘉島

町教育委員会、城南町・城南町教育委員会、御船町・

御船町教育委員会。　　　　　　　（順不同、敬称略）

1-4　調査の方法

1-4-1　基本事項

　現地調査に際しては、遺構及び遺物の分布を把握す

るために、平面的にはグリッド法を、立面的には分層

法を用いている。方位は、磁北を用いた。遺構は種別
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に略号を定め、その種類ごとに連番を付した。

　整理作業に際しては、水洗、註記、接合作業の後、

遺物の種別を問わず各遺物に連番を付し、実測、製図

を実施した。

　報告書作成に際しては、グッリド名を変更した。

1-4-2　グリッド

　グリッドは、二子塚古墳及び二子塚遺跡を包括する

グリッド網を設置することを企図し、設定した。

　第 1 次調査では、二子塚古墳から調査を開始した

こと及び当該古墳が範囲の南西端に位置していたこと

から、グリッドの南北方向基点は二子塚古墳調査のト

レンチ南端とし、基線はその南北軸とした。基点から

磁北に向かい 10 ｍ間隔でグリッドを設け、南から北

に A から U までアルファベットの名称を付した。東

西軸も同様に 10 ｍグリッドに西から東に 1 から 18

まで数字の名称を付した。

　第 2 次調査は、先述のとおり、当初の想定範囲を

図 2　グリッド配置図
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超えて遺構が分布することが主な原因であった。この

ことに伴い当初の想定外にまで調査区を拡大した結

果、通常は用いないギリシャ文字α、β、γ、δ並び

に 0 及びマイナス数字を併用し、南北軸は A からδ

まで、東西軸は -5 から 23 までの名称を付した。

　上記グリッド名称は、整理作業に際しても変更する

ことなく用いた。したがって、遺物への註記、各種図

面も上記グリッド名称を用いて記述している。

　なお、この報告書では、南北軸は最北を起点として

（旧δ→新 A）アルファベット名を、東西軸は最西を

基点として（旧 -5 →新 1）数字名を付し、報告書の

記述に反映させている。これは読者の便宜を図るため

の措置である。遺物実見等に際しては、以上 2 種類

のグリッド名称を用いたことについて注意されたい。

　また、二子塚古墳はグリッド網に含まれているもの

の、実際の調査にあたってはグリッド法を用いていな

い。これは調査範囲が狭小であったためである。

1-4-3　基本層序

　熊本平野周辺に位置する丘陵部での土層の基本層序

については、周辺地での発掘調査時の所見による研究

が積み重ねられている。九州農政局 籾倉克幹氏によ

ると、二子塚遺跡と類似の構成をなす下益城郡城南町

所在の塚原古墳群では、上層からⅠ層：地表・表土、

Ⅱ層：黒色土Ⅰ、Ⅲ層：沖積火山灰土、Ⅳ層：黒色土

Ⅱ、間層に軽石及び黒色クラックを挟みⅤ層：阿蘇新

期ロームであった [ 籾倉 1975]。

　二子塚遺跡では、遺構に関係ある層として大きく 4

層がみられた。上層から、

　　Ⅰ層：灰褐色土で下部ほど黒味を帯びる（0 ｍか

　　　　　ら 0.5 ｍ）

　　Ⅱ層：黒色土（0.5 ｍから概ね 1 ｍ）

　　Ⅲ層：褐色土（1 ｍから 1.3 ｍ）

　　Ⅳ層：黄褐色土（概ね 1.3m 以下）

である。二子塚遺跡のⅠ～Ⅲ層は、塚原古墳群でのⅠ

層～Ⅲ層に各々対応し、二子塚遺跡Ⅳ層は、塚原古墳

群Ⅴ層に照応するものである。

　各土層と遺構との関係を、以下に述べる。Ⅰ層を剥

ぐと弥生時代の住居址が認められた。弥生時代の甕棺

墓の土壙は、Ⅱ層に切り込んでいた。弥生時代のＶ字

溝の下面は、Ⅳ層に達していた。縄紋土器は、Ⅲ層上

面から出土した。

1-4-4　現地調査

　現地における調査方法について、以下に記す。

　遺構の種別を示すため、以下の略号を用いた。

＜遺構略号＞

　　SA：柵列

　　SB：竪穴住居

　　SD：溝

　　SJ：甕棺墓及び埋設土器

　　SK：土壙

　　SV：条溝（現地調査時は環濠と認識）

　　SX：その他

　なお、掘立柱建物址には略号を用いていない。

　各遺構には、その種別ごとに遺構番号を連番で付し

た。（例：SB3、SB4、SD3）

　表土剥ぎは、まずⅠ層下部まで重機で排土し、その

後、人力で精査した。

　住居址等の遺構を認識したら、遺構の切りあい関係

を確認した後、当該遺構の掘削に着手した。住居址等

図 3　基本層序
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の遺構は、その主軸線を基線として 4 分割し、分割

線上に土層観察ベルトを残して掘り下げた。

　各種実測図は、掘立柱建物はグリッドを基線とし、

その他の遺構は各遺構の主軸線を基線として、方眼紙

を用いた手測り実測により作成している。遺構内出土

遺物については、一定のまとまりと認められるレベル

で縮尺 1/20 の出土遺物分布図を作成した。出土遺物

分布図記載の遺物は、遺構ごとに番号を付して取り上

げている。後、当該遺構の平面実測図を縮尺 1/20 で

作成し、柱穴等の主要な施設を通した断面図を付した。

さらに必要に応じて、土層観察ベルトを対象として、

土層断面図を作成している。

　調査区内の遺構配置図は、アルミケント紙を用いた

平板実測により縮尺 1/100 で作成した。遺構配置図

には、各遺構の外形、主軸線及びその基点、土層断面

図基点を測り込んでいる。

　なお、鉄片を多く出した遺構の埋土は、全て水洗し、

微細遺物の回収に努めた。

　また、出土遺物の水洗作業は、現場調査と併行して

実施した。出土遺物のうち、甕棺等、接合が容易な土

器類は、現場で復元作業までを行い、見学者に公開し

ている。

1-4-5　整理作業

　整理作業は、熊本県文化財収蔵庫（健軍）で実施した。

　遺物の水洗、註記、接合作業の後、縄紋、弥生、古

墳、古代の各時代に分かち、遺物台帳を作成している。

その後、実測対象遺物を抽出した。

　実測作業に際しては、弥生土器が最も多量であるた

め、これに連番を付し実測番号とした。後、その他の

時代の遺物にも連番を付し、実測番号を基に遺物の管

理を行った。

　なお、報告書作成に際しては掲載遺物を絞り込んで

いる。このため、遺構等、出土単位内で遺物番号が連

続するとは限らない。また、欠番も生じている。

　また、この報告書では実測番号を用いて遺物の記述

を行っている。これは、遺物の番号の種類が増えるこ

とにより、後代に煩が生じることを避けるための措置

である。

　実測番号は、以下のとおりである。

＜実測番号＞

　　1 ～ 3,999：弥生時代の土器

　　4,000 番代：弥生時代の金属器

　　5,000 番代：弥生時代の石器

　　6,000 番代：縄紋時代の遺物

　　7,000 番代：古墳時代の遺物

　　8,000 番代：古代の遺物

　　9,000 番代：その他

[ 引用文献 ]

文化庁 1965「熊本 11 御船」『全国遺跡地図 熊本県』

籾倉克幹 1975「塚原周辺の地形地質」『塚原』熊本

　　県教育委員会
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図 4　九州中部の地形と地質

2　二子塚の立地と構造
　二子塚遺跡は、境界に位置する遺跡である。

　自然環境においては九州を二分する臼杵－八代構造線に隣接し、九州脊梁山地と熊本平

野との境界に位置する。人文環境においては北部九州に中心を置く文化の南限を担う一方、

阿蘇等、九州脊梁山地の文化要素も併せ持っている。謂わば、里と山との境界に位置する

遺跡、といってよい。

2-1　自然

2-1-1　地質

　日本列島は、ユーラシア大陸の東縁に位置する 5

つの島弧の集合である。九州は、列島の最も西側に位

置する琉球弧の中では最大の島であり、かつ、琉球弧

の北端に位置する。九州は、対馬海峡を経て、韓半島

から大陸に連なり、関門海峡、豊後水道を挟んで西南

日本弧を構成する本州西半部及び四国に接している。

　九州及び四国では中央構造線が東西に走向し、その

南部には山地が連続して形成されている。九州におい

ては臼杵 ‐ 八代構造線（中央構造線）の南側に急峻

な九州山地が形成され、構造線の北側には別府 ‐ 島

原地溝が並走し、九州の南北を地形的に画す結果と

なっている。別府‐島原地溝内には島原、阿蘇、九重、

由布 ‐ 鶴見の各火山が分布し、火砕流をはじめとす

る第四紀以後の火山噴出物が厚く堆積している。対し

て、地溝の南側の九州山地では白亜紀以前の堆積岩類

が基盤層を形成し、さらに南部では再び入戸火砕流等、

第四紀以後の火山噴出物が厚く堆積する。

2-1-2　地形

　一方、九州脊梁山地を境として、九州は東西にも区

分することができる。その九州西半部のほぼ中央に熊

本地域が位置する。熊本地域は、有明海と東シナ海と

を画す島嶼部（天草地域）、九州脊梁山地に連なる山

岳部（阿蘇地域及び相良地域）、そして平野部（肥後

地域）とに大別することができる。

　九州を東西に画する区分は平野部に主眼を置いた区

分ともいえるが、九州西側の地域には、日本海及び有

明海に面して平野部が連続、又は山塊、丘陵等により

断続して広がる。この連続又は断続する平野部の南限

は、先の臼杵 ‐ 八代構造線であり、球磨川に沖積さ

れた八代平野が最南の平野部にあたる。ただし、内陸

部にまで展開する平野部は、宇土半島基部の山塊を隔
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てて八代平野に北接する熊本平野となる。

2-1-3　熊本平野

　熊本平野は、九州西半部のほぼ中央に位置し、阿蘇

外輪山西麓から有明海にかけて展開する沖積平野であ

る。その中心部を白川によって、南部を緑川によって

開かれた熊本平野の縁辺部には、阿蘇火砕流堆積物

（Aso ‐ 4）が厚く積った台地が展開し、阿蘇外輪山

系及び九州山地に接続している。この台地部までを含

めて、広義の熊本平野と捉えることが可能である。阿

蘇地域から熊本平野にかけて各地形のおおよその標高

は、阿蘇火山頂部 1,500m、カルデラ底部 450m、外

輪山頂部 700m、台地頂部 50m、平野部山側 20m、

平野部海側 0m であり、阿蘇地域は標高差が大きく、

熊本平野部は緩やかな傾斜となっている。

　この熊本平野の最大の特徴は、水文環境にある。平

野を沖積した白川及び緑川には支流が乏しく、中でも

阿蘇カルデラを流出した後の白川における水系密度は

極端に低い。この要因は、地溝内に位置する平野であ

るため地表面の傾斜が緩く、平坦であること、及び台

地を形作る阿蘇火砕流堆積物が浸透性に富むことに求

められる。同時に、地表の水文環境を形成したのと同

様の要因により熊本平野の地下には広大な地下水帯水

層が形成されており、台地縁辺部ではこの地下水が大

量に湧出している。この湧水が、所謂「阿蘇伏流水」

である。

　地表における水文環境とその要因とは、沿岸部にお

いて他の現象を喚起した。すなわち洪水である。台地

部においては阿蘇溶結凝灰岩を主とした阿蘇火砕流堆

積物の硬度により、その流路を規定される白川、緑川

も、沖積平野部に入ると軟らかい地質と緩やかな傾斜、

加えて山間部の多量の降水量（3,000mm/y）と集中

雨とに起因する短期間での水量の増大とにより、しば

しば洪水を起こす。なかでも熊本平野南部は、沿岸部

に接し、かつ白川水系と緑川水系とが近接しているこ

とから、洪水が常襲する地帯となっている。

2-1-4　北甘木台地

　二子塚は、飯田山東裾部から熊本平野に向け舌状に

延びる北甘木台地（通称東部台地）に位置する。

　北甘木台地は、上益城郡嘉島町東部から下益城郡御

船町北部にかけて位置し、阿蘇火砕流堆積物により形

成された最大標高 45m 程の舌状台地である。頂部に

は平坦面が広がり、東西軸中ほどから西側は緩斜面に

より熊本平野に接続する。しかし、北側は急斜面によ

り、南側は加勢川水系矢形川の支流により浸食された

崖面によって平野部からは区画されている。丘陵東側

には布田川断層が南北方向に走り、この断層により形

成された幅 500m 程の帯状窪地が北甘木台地と飯田

山裾部とを切り離している。また、この断層は台地東

端部に崖面を含む急斜面を形成しており、北甘木台地

を周辺地形からは独立した地形としている。

　北甘木台地の頂部平坦面は、舌状丘陵の東西軸中ほ

どから東端部にかけて広がるが、その北半部は 4m 近

い高低差があり、高低差の少ない安定した平坦面は丘

陵を 4 分割した場合の南東区画にのみ分布している。

二子塚遺跡はこの安定した平坦面の 7 割程度を占め

る。二子塚古墳は、平坦面南端に位置し、北甘木台地

の南側崖面に隣接している。

　熊本平野に面した阿蘇外輪山西麓の地域には、阿蘇

伏流水が多く湧出している。北甘木台地縁辺部にも湧

水地点が多く、大規模な湧水群（井寺湧水群及び下六

嘉湧水群）として把握されている。台地縁辺部の地下

水位の季節変化は小さく、また、水温も 17℃前後と

安定しているため、良好な水資源を通年確保すること

ができる。

2-2　人文

2-2-1　学史

　二子塚が位置する北甘木台地近辺における考古学的

研究は、列島における考古学的研究の萌芽期まで遡る。

　北甘木台地に北接する井寺古墳は、肥後型石障系切

石積石室を設け、石室内面を赤彩し、石障に直弧紋を

配し彩色した装飾古墳である。安政 4 年（1857）の

地震により墳丘が一部崩壊し、石室羨門部が露出した

ため、細川藩の検分を受け、『肥後藩政史』に記録さ

れた。後、東京帝国大学の大野雲外等により石障の装

飾紋様が紹介され、大正 6 年（1917）、濱田耕作等に

より京都帝国大学文科大学考古学研究報告第一冊『肥

後に於ける装飾ある古墳及横穴』に「上益城郡六嘉村
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図 5　調査区の位置と周辺の地形
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図 7　弥生時代の主要遺跡（九州）

図 6　周辺の遺跡

大字井寺古墳」として報告されている。この井寺古墳

は、大正 10 年には内務省指定史跡（現在、国指定史跡）

となった。

　北甘木台地西端部の下六嘉に位置するカキワラ貝塚

は、明治末に六嘉小学校（現在、嘉島東小学校）校庭

拡張に伴い貝層及び人骨が出土し、世に知られること

となった。大正 12 年（1923）には京都帝国大学の

清野謙次が調査し、後、昭和 7 年（1932）までには

肥後考古学会の小林久雄により縄紋時代中期の阿高

式土器及び弥生土器が確認された [ 平野 1932]。昭和

30 年（1955）には、肥後考古学会と熊本女子大学の

乙益重隆により発掘調査が実施され、縄紋時代前期か

ら古代までの遺物、縄紋時代後期中葉の鐘ケ崎式期と

考えられる人骨 8 体の他、縄紋時代早期の押型紋土

器が新たに確認されている [ 乙益 1959]。

　上述のように、北甘木台地周辺地域は文化財の内容

のみならず、考古学史的にも重要な地域である。

　二子塚では、縄紋時代早期、弥生時代中期及び後期、

古墳時代後期並びに古代の文物が確認された。以下、

この遺跡内容に即して、二子塚の人文的位相を述べる。

2-2-2　縄紋時代

　先述のとおり、昭和 30 年の乙益重隆の調査により、

カキワラ貝塚では早期の押型紋土器が確認されてい

る。押型紋土器は、現在も、北甘木台地周辺における

最古の文物である。ただし、乙益調査の貝層は、層序

の転倒が認められ、かつ貝層下層には後期前半の出水

式のみが包含されていた。つまり、当該押型紋土器は

後代の貝層に混入したものと結論することができる。

本来、押型紋土器が使用された遺跡の位置は、より高
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図 8　弥生時代の拠点集落（熊本）

位置の北甘木台地と推定されるが、確認されてはいな

かった。

　なお、二子塚遺跡の今次調査では、押型紋土器を伴

う集石遺構が 3 群 6 基確認された。

2-2-3　弥生時代

　北部九州を本貫地とした所謂「甕棺文化」は、面的

な分布域は宇土半島基部を南限とし、点的な分布域は

鹿児島県阿多貝塚まで及んでいる。二子塚遺跡は、面

的な分布域の南限の一角を占め、これより東部の九州

山地では「甕棺文化」は確認されていない。

　下六嘉から北甘木台地の西側緩斜面を経て頂部平坦

面に至る地帯には、中期後半の甕棺墓が多数分布して

いる。乙益重隆は『弥生式土器集成本編 1』において

井寺（上官塚遺跡）及び下六嘉の甕棺を紹介している

[ 乙益 1964]。下六嘉内屋敷、下六嘉西光寺でも甕棺

が確認されており [ 富田 1989]、近年、飯田溝遺跡等

の発掘調査により 6 例以上の甕棺が検出された。こ

の他、考古学的な対応を経ずに滅失した甕棺墓も相

当数にのぼるため、北甘木台地西側緩斜面には相当大

規模な甕棺墓群が展開しているものと推定される。二

子塚遺跡の今次調査で確認された 6 基の甕棺墓群は、

この北甘木台地甕棺墓群の東端かつ最高部に位置して

いる。また、北甘木台地の集落遺跡は、剣塚遺跡、石

塚遺跡等、台地西側緩斜面中位に中期黒髪式の分布が

認められるが、発掘調査により確認された例はない。

　弥生時代後期には、九州にクニが多数存在していた

[ 陳寿 290 頃 ]。このクニの中心部に相当すると考え

られる該期の遺跡は、長崎県原の辻遺跡、佐賀県吉野ヶ

里遺跡、福岡県須久遺跡、比恵遺跡、平塚川添遺跡、

大分県石井入口遺跡、都野原田遺跡、小迫辻原遺跡等

であり、いずれも大規模な環濠集落である。

　熊本地域における弥生時代後期の遺跡は、約 200

遺跡を数える。遺跡の内容は、集落、墓葬、及び両者
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図 9　井寺古墳の石室（乙益 1984）

を具えるものとに分別される。集落遺跡は、住居址総

数が 100 単位となる集落とその他の集落とに分別す

ることができる。前者は、青銅器を伴うこと、条溝を

伴うこと、大型住居址等、特殊な遺構を伴うこと等か

ら拠点集落と考えることができる。拠点集落がほぼ全

掘され、その構造が判明する調査例は、菊池郡大津町

西弥護免遺跡 [ 西弥護免遺跡調査団 1980] のみであ

り、二子塚遺跡の今次調査が 2 例目にあたる。

　なお、山鹿市方保田東原遺跡は、現状保存を目的

とした調査のため発掘の割合が低いが、昭和 60 年

（1985）に国史跡に指定されているように、規模、内

容ともに最も卓越した部類の集落である。

　弥生時代後期の遺構は、住居、墓葬、条溝、土壙等

であり、該期の確実な掘立柱建物例は確認されていな

い。住居は、一辺 4 ～ 6 ｍの方形プランをもち、主

柱穴を 2 又は 4 基配し、中央部に炉、周辺部にベッ

ド状遺構、側壁に接して K-Pit と呼ばれる土壙を備え

た竪穴住居址が一般的である。墓葬は、土壙墓が多く、

箱式木棺墓、箱式石棺墓も存在する。

　弥生時代後期の遺物は、壷、甕、鉢、高坏、器台を

組成する土器、土製品の他、鏃、斧、鉇、刀子、鎌、

摘鎌、三角形鉄片等から成る鉄器、鏃、斧等の石器、

管玉、勾玉等の石製品、鏡、鏃、鉇等から成る青銅器

である。

　北部九州と熊本地域を比較した場合、該期の集落と

その主要構成遺構である住居の規模とには、大きな較

差は認められない。しかし、環濠がなく条溝であるこ

と、掘立柱建物がないこと、首長層の居館といわれる

内区又は別区がないこと等の点で異なる。また、遺物

のうち、土器、土製品、石器については北部九州と大

差がないが、鉄器は量が多い点で、青銅器は完形舶載

鏡を欠き、舶載品が少量である点で異なる。なお、金

属器は、北部九州出土のものが圧倒的に上質である。

　免田式土器は、北は福岡県三雲遺跡、下稗田遺跡か

ら、南は沖縄県具志原貝塚、宇堅貝塚まで及んでいる。

その分布の中心は、球磨郡免田町本目遺跡、市房隠遺

跡を中心とした人吉盆地であると考えられている。ま

た、免田式土器は、人吉盆地では墓葬出土例が大多数

を占める。ところが、免田式土器の最初の報告例 [ 小

林 1932] 生誕の地である下益城郡城南町の安幕遺跡、

新御堂遺跡を中心とした宮地台地一帯においても出土

例が多い。また、二子塚遺跡の今次調査では、免田式

土器が多量、かつ、すべて墓葬以外の遺構から出土し

ている。

2-2-4　古墳時代

　熊本地域における前方後円墳は 64 基確認されてい

るが、築造が開始される時期は北部九州に比して一段

階以上は遅れる。また、北は鹿本郡植木町の高熊古墳

から、南は下益城郡城南町の花見塚古墳、琵琶塚古墳

までの地帯には、前方後円墳が未確認である。すなわ

ち、熊本平野中心部に前方後円墳は分布しない。二子

塚古墳は、その名称から前方後円墳の可能性もあった

が、調査の結果円墳であることが判明した。

　北甘木台地には、西側緩斜面から頂部平坦面にかけ

て上官塚古墳（1 号墳及び 2 号墳）、剣原古墳、御前

12



図 10　古代遺跡の分布

塚古墳、二子塚古墳が点在する。これらは直径 20m

程度の円墳であるが、墳丘又は露出した内部主体が認

知されているに過ぎない。その名称からは、特異性、

階層性等を認識するに足る複数の古墳が存在した該地

に、近代以降、開拓が入ったことを容易に推定するこ

とができる。すなわち、現存する各古墳の周囲には同

様の未確認古墳が多数存在していた可能性が高く、井

寺古墳と併せて一大古墳地帯を形成していたものと考

えられる。

　5 世紀末頃から、石室が正方形プランをもち、石障

を備え、コの字型の死床配置をとる肥後型石室が宇土

半島近辺を中心に成立する。この石障には装飾を付加

したものが存在するが、井寺古墳 [ 乙益 1984] はそ

の開始段階に該当する例である。近辺には、他に装飾

古墳の例がなく、下益城郡城南町塚原古墳群の石之室

古墳（直径 31m の円墳）の妻入横口式家形石棺例（斜

行格子目及び赤彩）が確認されている [ 清田 1989]

のみである。

　今次調査では、二子塚遺跡において新たに 3 基の

円墳を確認した。いずれも主体部は破壊され周溝のみ

が残存していた例であるが、先の北甘木台地における

古墳群の存在を肯定する結果となった。今後、北甘木

台地において、井寺古墳に前後する装飾古墳が新たに

確認される例もあり得るものと考えられる。

2-2-5　古代

　熊本地域は、古代律令国家の南端である。

　肥後国は 7 世紀末葉には既に成立し、玉名、山鹿、

菊地、阿蘇、合志、飽田、託麻、益城、宇土、八代、

天草、葦北、球麻の 13 郡から成る上国であった。白

雉 3 年（652）の班田収受法に基づく班田制の実施

が、薩摩、大隈等の南国では 9 世紀代であるのに対

し、肥後国ではその成立（695）初期からと考えられ

ること、文武 2 年（698）までには鞠智城が鹿本郡菊

鹿町に構えられたこと、後に大国となったこと等は、

律令国家の実体が肥後までに限られていた証左であろ

う。後、延暦 14 年（785）には九州唯一の大国となり、

貞観元年（859）合志郡から山本郡が分立し、14 郡

で一国を成している。

　北甘木台地周辺は、『倭名類聚抄』の託麻郡と益城

郡の交接部に該当する。

　　託麻郡：桑原、上島、津守、酒井、波良、漆島、  

　　　　　　下井、三宅

　　益城郡：当麻、子按、加西、坂本、益城、麻部、

　　　　　　富神、宅部

　このうち、託麻郡上島郷を嘉島町大字上島に比定す

る説 [ 松本 1965]、益城郡益城郷を嘉島町大字上六嘉

字益城に比定する説 [ 圭室 1954] があるが、考古学

的には定かではない。熊本県文化課では昭和 52 年に

当該地にトレンチを入れたが、遺構・遺物を確認する

ことはできなかった [ 島津 1978]。

　なお、北甘木台地の西及び南には、嘉島町条里区が
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図 11　衙の建物配置を備える古代遺跡

存在する [ 島津 1977]。また、鎌倉期の味木荘を北甘

木台地の南側、下益城町御船町甘木に比定し、その成

立を平安末期に遡上るとする説 [ 阿蘇品 1975] があ

る。北甘木台地周辺は、先代までの諸要素に加え、古

代以降は生産地帯としての側面も重要視されたことが

窺えよう。

　二子塚遺跡の今次調査では 18 棟の掘立柱建物と 3

条の柵列を確認したが、このような官衙的配置を採る

遺構例は、鹿本郡鹿本町御宇田遺跡、鹿本郡七城町上

鶴頭遺跡、菊池郡菊陽町楠木遺跡等で確認されている。

いずれも 9 世紀代、託麻国府から飽田国府への遷移、

律令制の弛緩及び肥後国の生産力向上が交錯する時期

の遺構であり、その機能解明が待たれる。
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図 12　集石実測図 ( 第 1, 第 3 集石 )

3　縄紋時代の遺構
　縄紋時代の遺構は、早期の集石 3群 6基及び晩期の埋設土器 2基を確認した。

　集石には押型紋土器が共伴し、埋設土器には黒川式粗製深鉢が用いられている。

3-1　早期の遺構

3-1-1　集石

　二子塚遺跡の西側谷頭にあたる位置に、約 30m×

20mの範囲で 3群 6基の集石を確認した。

　集石にはすべて押型紋土器が共伴し、縄紋時代前期

の遺構であると考えられる。

第 1 集石

　O11grid に所在し、単基である。

　78 × 62cm の範囲に、最大 20cm程の円礫と円礫

の破片が凝集していた。礫群は累重する部分もあるも

のの、上面及び下面はほぼ同一レベルに揃っており、

単層で構成されていると見てよい。

　なお、集石の周囲に土壙等のプランは認められな

かった。

第 2 集石

　P12grid に所在し、4基で 1群を成す。

　各集石は、円礫、角礫及びその破片が凝集したもの

である。西から A、B、C 及び Dと分別した場合、D

に礫群が最も凝集し（60 × 60cmの範囲）礫の大き

さも 15cm 程のものが多い。A及び B は 10cm 以下

の礫を主体とし、Aは 80× 50cmの範囲に、Bは 90

× 85cmの範囲に凝集する。ただし、Bには 20cmの

礫が中心部に 3個、10cm程離れた周辺部にも 1個存

在する点で、Aと異なる様相を見せる。最も凝集度が

低い Cは、10cm以下の礫が 85 × 70cmの範囲に散

在し、かろうじて礫群としての纏まりを認めることが

できる程度である。

　いずれの集石も、累重しないか、累住する箇所が極

めて部分的であるので、単層で構成されていると見て

よい。

　なお、いずれの集石の周囲にも土壙等のプランは認

められなかった。

第 3 集石

　R11grid に所在し、単基である。

　55 × 50cm の範囲に、最大 15cm 程の円礫、角礫

及びその破片が凝集していた。南側に約 10cm 離れ

て円礫片 2個が位置する等、周囲に若干の礫が分散
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図 13　集石の位置および集石実測図 ( 第 2 集石 )
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図 14　埋設土器実測図 (SJ6,7)

している、本体はこの範囲である。礫は東半部に累重

部があり、礫群底面は同一レベルであるが、礫群上面

は東から西に傾斜を見せる。ただし、この傾斜は、礫

が長径を軸として直立した高さと礫の高さとの差によ

り生じる傾斜にほぼ等しい。したがって、単層で構成

された集石であると考えられる。

　なお、集石の周囲に土壙等のプランは認められな

かった。

3-2　晩期の遺構

3-2-1　埋設土器

　従来、「埋甕」、「甕棺」等の呼称で表現されてきた

遺構である。

　埋甕は、縄紋時代中期以降、死産児等の母性胎内へ

の再入を願う再生観念を反映した、妊娠呪術に係る遺

構と考えられる。住居の入口部分等、人が頻繁に跨ぐ

箇所に死産児等を埋納することに主目的があり、甕は

その容器にすぎない。

　甕棺は、そもそも弥生時代中期の大型甕棺に対する

呼称であった。この大型甕棺成立前の弥生時代前期の

甕棺には、丹塗磨研の大型壷を用いる場合が多い。大

型壷から甕棺への変遷は形式学的に跡付けることがで

きるが、縄紋時代後 ･晩期の「甕棺」と弥生時代前期

の「甕棺」とが形式学的に連続するとは判明していな
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い。当該遺構は、住居址等に関連することなく、かつ

弥生時代の墓葬と連続する要素を含むことなく検出さ

れている。したがって本書では、土壙を穿ち、土器を

据え置く、その状態を示す語として「埋設土器」との

記述を採った。

　埋設土器は 2基確認したが、いずれも黒川式深鉢

が用いられており、縄紋時代晩期の遺構であると考え

られる。

SJ6

　G26grid に位置する。

　平面プランが 76cm × 70cm の円形を呈し、遺構

確認面からの深さ 15cm を測る土壙内に、口縁部直

径 36.3cm、残存高 31.0cm の黒川式粗製深鉢が入っ

ていた。土壙底面は平面をなし、断面は台形を呈する。

　土壙は、近代のピットに切られており、土器片自体

もこの撹乱に接している。土壙埋土は、上層が黒褐色

土で土器片をすべて包含し、下層が暗褐色土である。

　土器は、口縁部を含む体部上半部が横位に転倒し、

後、圧壊した状態で検出された。もともと体部上半部

のみを横位に埋納したか否かは不明である。

SJ7

　I14grid に位置する。

　39cm× 37cmの円形を呈し、遺構確認面からの深

さ 12cmを測る土壙内に、底部直径 10.0cm、残存高

17.0cm の黒川式粗製深鉢が入っていた。土壙はボウ

ル状に掘削されており、断面は半円形を呈する。

　土壙埋土は黄褐色土であるが、遺構確認面の土層も

同一であり、遺構の確認は困難であった。埋置された

土器とほぼ同じ大きさの土壙であると考え、検出及び

掘削を進めている。

　土壙内の土器は、若干、南北方向に傾斜しているが、

埋納時は正置されていたものと考える。土器体部上半

は、土壙上半部と共に削平されている。
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図 15　縄紋土器実測図 ( 集石 )

4　縄紋時代の遺物
　縄紋時代の遺物は、土器及び石器が出土している。

　遺構に伴う遺物は、集石に共伴して押型紋土器及び石鏃 3点が出土し、埋設土器には

黒川式粗製深鉢が用いられている。

　包含層出土の遺物は、押型紋土器、黒川式を中心とした黒色磨研土器、石槍及び石鏃が

出土している。

　なお、弥生時代後期の住居址埋土に包含されていた遺物のうち、縄紋土器、石槍及び打

製石鏃は、出土遺構と無関係であるとの前提により包含層出土遺物として取り扱っている。

打製石鏃については、弥生時代の遺物であるとの疑を払拭しきれないが、包含層出土遺物

とした。

4-1　土器

4-1-1　集石に伴う押型紋土器

　集石に伴い、Ⅲ層上面から押型紋土器が出土した。

　6001 から 6008 は O6grid 出土資料で第二集石に

伴い、6009 は P5grid 出土資料で第 3集石に伴うも

のである。

　6001、6002 は撚糸紋を施す資料である。ともに

口縁部外面に横位施紋し、内面はナデが施され、口縁

端部はナデにより平坦面が作り出されている。

　6003、6006 は格子目紋を施す資料である。とも

に体部外面に横位施紋し、内面はナデている。6003

は体部破片で、横位施紋が上部に向かって施されてい

る。6006 は上端部が口唇部となる可能性があるが、

摩滅のため定かではない体部破片である。

　6004、6005、6007、6009 は山形紋を施す資料

であり、いずれも口縁部破片で、内面にはナデを施す。

6009 は器厚が薄く、口縁端部を丸く収め、外面に縦

位施紋を施す。その他は口縁端部に平坦面を作り出し、

外面に斜位施紋を施す。

　6008 は楕円紋を施す資料である。口縁端部に近い

部位であると考えられるが、摩滅のため定かではなく、

体部破片とした。外面に斜位施紋を施し、内面はナデ

ている。

4-1-2　埋設土器に用いられた黒川式土器

　埋設土器 2基には、共に黒川式粗製深鉢が用いら

れている。

SJ6

　6050 は、砲弾型を呈する粗製深鉢の、口縁部を
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図 16　縄紋土器実測図 (SJ6,7)

含む体部上半部分である。口縁直径 36.6cm、残存高

31.0cmを測る。

　体部の内外面には、口縁部から約 12cm 下部、さ

らに約 11cm 下部に粘土帯接合痕がめぐる。体部の

屈曲点を詳細に観察すると、先の接合痕の中間点が屈

曲点となっており、粘土帯の幅は約 5cmであり、こ

れを 2段ずつ積み上げて 1単位とし、調整を加えて

いたことが窺える。

　体部外面は、縦位に条痕紋を施した後、粘土帯接合

部直下に横位条痕紋を施すが、これは底部から順に口

縁部に向けて体部粘土帯を積み上げていった結果であ

る。土器成形時において、下部部品に粘土帯を 2条 1

単位で上積みした後、縦位に条痕調整を施し、粘土帯

端部を横位又は斜位の条痕調整により整える。さらに

後、同様の所作を繰返すことにより体部を上方に向け

成形しているが、擬口縁部を内外面から包むように粘

土帯を接ぎ、接合部において粘土が厚くなりすぎた部

分には強いナデを横位に施し、器厚を調整している。

　体部内面は、横位に条痕調整を施している。この横

位条痕紋は、2段階に分けて実施され、初回は体部下

半から口縁部下約12cmにある接合痕までの間を、後、

当該接合痕から口縁部までの部分を条痕調整してい

る。口縁部は横位のナデを施し、仕上げとしている。

　口縁端部は、平坦部を作り出すべく端部上面をナデ
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図 17　縄紋土器実測図 ( 包含層 ･ 早期 1)

ているが、体部外面からの粘土が盛り上がり、端部上

面にはみ出ているため平滑な仕上げとはなっていな

い。

SJ7

　6051 は、後期に成立する深鉢の系譜を組む粗製

深鉢の、底部を含む体部下半部分である。底部直径

10.0cm、残存高 17.0cmを測る。

　体部外面は、斜位に条痕紋を施している。

　体部内面は、板状工具で横位に調整を施し、後、底

部はナデて仕上げている。なお、板状工具による調整

は、かなり強く、一部ケズリに似た痕跡が残る。

　底部は、土器成形の最終段階で貼付し、底面は

5mm程度の外周部を残し 2mm程ケズリ込むことに

より上げ底としている。体部との接合部分、外面、底

面共に最終調整にナデを施し丁寧な仕上げとなってい
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図 18　縄紋土器実測図 ( 包含層 ･ 早期 2)
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るが、底面には小粘土粒 2個が付着している。

4-1-3　包含層出土の土器

　試掘トレンチ及び弥生時代住居址からも縄紋土器が

出土している。これらの資料は、後代に撹乱を受け、

後代の遺構埋土に包含されたものである。また、各グ

リッドの掘り下げ時にⅡ層から出土した資料も存在す

る。以上は、包含層出土資料として取り扱う。なお、

出土位置の情報が記載されていない資料は、調査、整

理の段階で、当該情報を逸失したものである。

　包含層出土の縄紋土器は、押型紋土器及び黒色磨研

土器とに大別でき、それぞれ早期及び晩期に帰属する

と考えられる。

包含層出土の押型紋土器

　押型紋土器は、いずれも早期の沈目式（小林久雄

1957「沈目式土器」『城南町公民館報第 23 号』）に

該当すると考える。

　6010、6011 は楕円紋を施す資料である。6010 は

試掘トレンチ Bから出土し、ほぼ完形の尖底鉢形土

器である。底部は若干の平面を帯びるが、尖底である。

体部下半 1/3 までは内傾し、のち器厚を増して口縁

部直下まで直線的に開き、再び器厚を減じて外反する

口縁部を形作る。外面は下部から上部に向かい斜位施

紋、内面口唇部には横位施紋を一段施した後、口縁端

部をナデて丸く収めている。6011 は SB184 から出

土し、平底の底部破片である。外面は底面直上まで斜

位施紋を施す。

　6012 から 6016 は格子目紋を施す資料である。

6012 から 6015 は口縁部破片であり口縁端部に平坦

面を作り出す。6012 はM4grid から出土した。6012

は外面に斜位施紋、その他は縦位施紋を施す。いずれ

も内面はナデているが、6013、6014 は成形時の条

痕が一部残存している。6016 は SB10 から出土し、

平底の底部破片である。これが上げ底になるか否かは、

判断できない。バケツ形の器形を採るものと考えられ

る。

　6017 から 6027 は山形紋を施す資料である。出

土位置は、6018 は SB6、6021 は N5grid、6022 は

Q6grid 及び 6023 は SB40 である。6017 は口縁部破

片であり、外面はナデの後、口縁部下位まで縦位施紋、

内面は原体による調整が斜位条痕として残り、後、口

縁部に縦位施紋を施す。器厚は薄手であり、口縁部は

外反する。6018、6019 は口縁端部を丸く収め、外

面は口縁部直下までは斜位施紋、後、口縁部には縦

位施紋を施し、内面は原体による調整が縦位条痕と

して残り、後、ナデている。6018 は体部が湾曲する

が、6019 は体部が直行するバケツ形の器形を採るも

のと考えられる。6020、6021 は口縁端部に平坦面

を作り出し、体部が湾曲する。外面は口縁部まで斜位

施紋を施し、内面はナデている。6022 は体部破片で

あり、外面には斜位施紋、内面はナデを施す。6023、

6024 は口縁端部に平坦面を作り出し、外面は縦位施

紋、内面はナデを施す。6023 は体部が直線的に伸び

るバケツ形の器形を採る。6025 は平底の底部破片で

ある。底部は、若干、上げ底になっているようであるが、

断定はできない。外面は縦位施紋、内面はナデてい

る。底部には 2本越 2本潜の網代圧痕が残り、土器

製作台に使用された敷物の存在を示している。6026、

6027 は器厚が薄手の体部破片である。外面は縦位施

紋、内面はナデている。6017 と併せて、器厚が薄手

となる土器片には、細かい山形紋が施紋される傾向に

ある。

　6028、6029 は撚糸紋を施す資料である。6028 は

口縁端部を丸く収め、6029 は口縁端部に平坦部を作

り出している。ともに外面は口縁部に横位施紋を施

し、内面はナデている。6028 は口縁部のみに複数段

にわたり施紋し、体部はナデる。6029 の横位施紋も

複数段にわたり破片下端で撚糸紋帯が終るように見え

るが、破片資料のため判明しない。

　6030、6032、6033 は沈線紋を施す資料である。

ともに口縁端部を丸く収め、外面は口縁部に横位施紋

を施し、内面はナデている。6032 は第 9掘立柱建物

跡の柱穴内から出土した。その外面には斜位施紋も

観察されるが、これが体部紋様帯となるのか、口縁

部紋様帯への斜位紋様の付加なのかは判別できない。

6033 は外面口縁部紋様帯の施紋後、体部紋様帯に縦

位施紋を施す。

　6031 はハイガイを用いた貝殻条痕紋を施す資料で

ある。口縁部は平坦面を作り出し、外面には横位施紋
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図 19　縄紋土器実測図 ( 包含層 ･ 早期 3)

を施し、内面はナデている。

　6034 は口縁端部を丸く収め、口縁部外面に縄紋を

施した資料である。

包含層出土の晩期土器

　黒色磨研土器は、晩期後半の古閑式土器及び黒川式

土器（島津義昭 1989「黒色磨研様式」『縄紋土器大

観 4』）に該当すると考える。

　 出 土 位 置 は、6035 は N2grid、6036 は SB43、

6037 は SB261、6038 は SB101、6039 は SB43、

6040 は SB234、6041 は SB30、6042 は M4grid、

6043 は SB207、6044 は M4grid、6045 は SB25、
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図 20　縄紋土器実測図 ( 包含層 ･ 晩期 )

25



図 21　縄紋打製石器実測図（集石、包含層）
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6046 は SB22、6047 は SB66、6048 は SB31、

6049 は SB237 出土である。

　6035 は浅鉢のうち所謂「捏鉢」となる器形を採る

ものと考えられる資料である。口縁端部は丸く収め、

内外面とも横位にナデを施す。この種の土器は後期御

領式に始まり、天城式、古閑式に存続するが、他の出

土遺物と対照すると、古閑式に属する可能性が高い。

　6036 から 6042 は深鉢口縁部破片である。口縁

部が大型化し、ほぼ直立（6037、6038、6040、

6042）又は外反し（6036、6039、6041）、平行沈

線を巡らせるもの（6036、6042）、沈線が粗雑化し

たもの（6039、6040、6041）及び山形に沈線を刻

むもの（6037、6038）がある。6043 も深鉢口縁部

破片であるが、頚部上端部が口縁部となり、山形突起

4単位が波状口縁状に配置されるものである。山形突

起を中心として沈線による弧文が施される。6042 は

天城式に入る可能性も残るが、他はすべて古閑式に属

すると考えられる。

　6044 から 6049 は浅鉢で、6049 は底部破片、そ

の他は口縁部破片である。6044、6046、6048 は体

部端に粘土帯を付加し短い頚部及び口縁部を作り出す

もの、6045 は外反する頚部端に粘土帯を付加し口縁

部を立ち上げたものである。いずれも口縁部内面に凹

線を一条巡らせ、一部には外面にも凹線を付すもの

も（6044、6045、6048）ある。なお、内外面とも

にミガキを施す精製品である。6047 は「蝶ネクタイ

形」の山形突起を口縁部に付したもので、口縁内面に

凹線を一条めぐらせる。調整は他の浅鉢に比して粗い。

6049 は古閑式に属する可能性が高いが、その他は黒

川式に属すると考えられる。

4-2　石器

4-2-1　集石に伴う打製石鏃

　6101 は、漆黒色黒曜石の薄い剥片を利用した三

角形凹基式石鏃（鍬形鏃）である。長さ 2.56cm、

幅 1.68cm、厚さ 0.38cm 及び重さ 0.99g を測り、

R11grid から出土した。素材剥片の主要剥離面を残さ

ず、非常な丁寧な押圧剥離による加工が施されている。

なお、左脚部は欠損している。また、肉眼観察の結果、

黒曜石は腰岳産であると考える。

　6102 は、漆黒色黒曜石の剥片を正位に用い剥片剥

離時の打点を鏃先とした五角形凹基式石鏃である。長

さ 2.17cm、幅 1.87cm、厚さ 0.60cm及び重さ 1.72g

を測り、R11grid から出土した。加工が非常に粗く、

中央部分には厚みを残す。なお、表面には多くのヒン

ジ ･フラクチャーが観察される。

　6103 は、安山岩製の三角形凹基式石鏃である。長

さ 2.50cm、幅 0.95cm、厚さ 0.33cm及び重さ 0.59g

を測り、O11grid から出土した。造りが薄く、剥離も

丁寧であるが、表、裏面ともヒンジ ･フラクチャーが

一部に観察される。なお、右脚部は欠損している。

4-2-2　包含層出土の打製石器

　6104 は、安山岩製の石槍である。長さ 6.26cm、

幅 1.43cm、厚さ 0.77cm 及び重さ 7.20g を測り、

SB57の埋土から出土した。非常に丁寧な調整を施し、

中心の稜線、刃部ともにほぼ一直線の造りとなってい

る。基部端は欠損しているが、欠損部折れ面を打面と

して裏面に 1面の剥離がなされている。

　6105 は、安山岩製の非常に薄い剥片を用いた長圭

頭鏃である。表面に比して、裏面の剥離が粗く、剥離

痕も分別し難い。なお、先端部及び右脚部は欠損して

いる。

　6106 は、安山岩製の五角形凹基式石鏃である。長

さ 2.55cm、幅 2.26cm、厚さ 0.63cm及び重さ 3.24g

を測り、SB17 から出土した。造りは粗く、表、裏面

ともヒンジ ･フラクチャーをおこしている剥離面が多

い。全体的に凹凸が顕著であり、中央部に厚みをもつ。

なお、先端部は欠損している。

　6107 は、頁岩製の三角形平基式石鏃である。長さ

2.89cm、幅 2.42cm、厚さ 0.95cm及び重さ 5.40g を

測り、SB101の埋土から出土した。各剥離面は大きく、

非常に造りが粗い。なお、先端部は欠損している。

　6108 は、チャート製の五角形凹基式石鏃（圭頭鏃）

である。長さ 2.61cm、幅 1.65cm、厚さ 0.37cm 及

び重さ 1.31g を測り、SB20 の埋土から出土した。造

りは非常に丁寧である。しかし、裏面は大きな剥離面

で構成されており、表面に比してやや粗い造りとなっ

ている。

　6109 は、漆黒色黒曜石の剥片を利用した五角形
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凹基式石鏃である。長さ 2.18cm、幅 1.51cm、厚さ

0.50cm 及び重さ 1.37g を測る。裏面には素材剥片の

主要剥離面を残す。

　6110 は、黒曜石製の三角形凹基式石鏃（鍬形鏃）

である。長さ 2.58cm、幅 1.71cm、厚さ 0.43cm 及

び重さ 1.31g を測り、SB20 の埋土から出土した。長

さ 2.61cm、幅 1.65cm、厚さ 0.37cm及び重さ 1.00g

を測り、SB224 の埋土から出土した。剥離は表、裏

面とも非常に細かく丁寧な造りである。なお、右脚部

は欠損している。

　6111 は、漆黒色黒曜石製の三角形凹基式石鏃であ

る。長さ 2.73cm、幅 1.58cm、厚さ 0.48cm 及び重

さ 1.34g を測り、SB39 の埋土から出土した。丁寧な

加工が施される。なお、左脚部は欠損している。また、

肉眼観察の結果、黒曜石は腰岳産であると考える。

　6112 は、黒曜石製の三角形凹基式石鏃である。長

さ 1.89cm、幅 1.34cm、厚さ 0.43cm及び重さ 0.60g

を測り、SB63 の埋土から出土した。素材剥片の両側

図 22　縄紋打製石器実測図（包含層）

28



片から丁寧な剥離を施し成形しているが、中央部に厚

みを残している。なお、左脚部は欠損している。

　6113 は、頁岩製の三角形凹基式石鏃である。長さ

2.91cm、幅 2.26cm、厚さ 0.41cm及び重さ 1.56g を

測り、SB96の埋土から出土した。非常に丁寧な造りで、

平面形状はほぼ左右対称となる。調整は細かく、左側

辺は鋸歯状に成形されている。なお、先端部は欠損し

ている。

　6114 は、漆黒色黒曜石の剥片を利用した三角形

凹基式石鏃である。長さ 2.05cm、幅 1.58cm、厚さ

0.54cm 及び重さ 1.34g を測る。形状は整っているも

のの、造りは然程丁寧とはいえない。表、裏面に大き

な剥離痕を残し、中央部に厚みをもつ。裏面には素材

剥片の主要剥離面を残す。なお、両脚部は欠損してい

る。また、肉眼観察の結果、黒曜石は腰岳産であると

考える。

　6115 は、黒曜石製の剥片を用いた三角形凹基式石

鏃である。長さ 1.63cm、幅 1.49cm、厚さ 0.59cm

及び重さ 0.57g を測り、SB23 の埋土から出土した。

主要剥離面を残し、剥片の側縁部に剥離を加えて成形

している。

　6116 は、チャート製の三角形凹基式石鏃（鍬形族）

である。長さ 1.65cm、幅 1.79cm、厚さ 0.35cm 及

び重さ 0.73g を測り、SB61 から出土した。脚部の造

りが非常に丁寧であるのに比べ、先端部の造りは粗く

中央部に厚みを残す。表面先端部右側の剥離は、成形

後に加わった剥離痕と考える。

　6117 は、安産岩製の石匙である。幅 5.4cm、高さ

3.8cm、厚さ 0.7cm、重さ 12.51g 及び刃部長 4.8cm

を測り、表採資料である。素材剥片の主要剥離面を残

しながら、左右両側辺を成形し、摘み部を作り出し、後、

連続剥離を両面から加えて刃部を作っている。摘み部

はノッチの形成に失敗しているものの、当該部分に剥

離を加えて成品としている。

　6118 は、頁岩製の薄い剥片を用いた三角形平基式

石鏃である。長さ 1.36cm、幅 1.16cm、厚さ 0.31cm

及び重さ 0.50g を測り、E25grid から出土した。主要

剥離面を残し、なかでも表面は素材剥片背面の剥片剥

離痕でほぼ構成されている。側辺は裏面に剥離を加え、

基部は両面に剥離を加えて成形している。なお、先端

部は欠損している。

　6119 は、漆黒色黒曜石の剥片を利用した三角形

平基式石鏃である。長さ 2.00cm、幅 1.58cm、厚さ

0.57cm 及び重さ 1.15g を測る。素材剥片を正位に用

いて成形しており、表、裏面とも素材剥片の主要剥離

面を残す。二次加工は、表、裏面とも右側辺への連続

剥離を施した後、基部に両面から加工を施している。

なお、肉眼観察の結果、黒曜石は腰岳産であると考え

る。

　6120 は、濃灰色黒曜石の剥片を利用した五角形

凹基式石鏃である。長さ 1.25cm、幅 1.01cm、厚さ

0.27cm 及び重さ 0.25g を測る。造りは丁寧である。

なお、左脚部は欠損している。また、肉眼観察の結果、

黒曜石は質が良くないが椎葉川産であると考える。

　6121 は、安山岩製の三角形凹基式石鏃である。長

さ 2.72cm、幅 2.04cm、厚さ 0.33cm及び重さ 1.32g

を測り、SB28 から出土した。表面には丁寧な剥離を

重ね、裏面には素材剥片の主要剥離面を残す。

　6122 は、安山岩製の三角形凹基式石鏃である。長

さ 2.35cm、幅 1.70cm、厚さ 0.46cm及び重さ 1.19g

を測り、SB90 から出土した。造りが粗く、ヒンジ ･

フラクチャーをおこしている剥離面が多い。なお、先

端部は欠損している。また、基端部にはガジリがある。

　6123 は、漆黒色黒曜石の薄い剥片を利用した三角

形凹基式石鏃である。長さ 1.91cm、幅 1.20cm、厚

さ 0.28cm 及び重さ 0.53g を測り、表採資料である。

側辺の加工にも大きな剥離痕があり、基部の調整も細

かくはない。なお、肉眼観察の結果、黒曜石は腰岳産

であると考える。

　6124 は、縞が入る漆黒色黒曜石の剥片を利用した

三角形凹基式石鏃である。長さ 1.38cm、幅 1.36cm、

厚さ 0.25cm及び重さ 0.30g を測る。脚部の造りは丁

寧であるが、全体の形状は歪み、先端部も切っ先を成

していない。なお、肉眼観察の結果、黒曜石は阿蘇産

であると考える。

　6125 は、黒曜石製の縦長剥片を用いた三角形凹基

式石鏃である。長さ 2.27cm、幅 1.58cm、厚さ 0.33cm

及び重さ 0.90g を測り、SV（条溝）の埋土から出土

した。主要剥離面を残し、剥片の側縁部に薄い剥離を

加えて成形している。なお、先端部及び右脚部は欠損
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図 23　縄紋磨製石器実測図 ( 集石 , 包含層 )

している。

　6126 は、チャート製の三角形凹基式石鏃である。

長さ2.69cm、幅 1.27cm、厚さ 0.33cm及び重さ 1.00g

を測り、SB170 の埋土から出土した。造りは非常に

丁寧で、刃部も整っている。なお、左脚部は欠損して

いる。

　6127 は、青灰色黒曜石製の薄い剥片を用いた三角

形凹基式石鏃である。長さ 1.69cm、幅 1.44cm、厚

さ 0.28cm 及び重さ 0.48g を測り、SB44 の埋土から

出土した。主要剥離面を残し、剥片の側縁部に剥離を

加えて成形している。

　6128 は、漆黒色黒曜石の剥片を利用した三角形

凹基式石鏃である。長さ 2.34cm、幅 2.29cm、厚さ

0.38cm 及び重さ 1.68g を測る。表面には丁寧な剥離

を重ね、裏面には素材剥片の主要剥離面を残す。なお、

肉眼観察の結果、黒曜石は腰岳産であると考える。

4-2-3　磨製石器

　6201 は、磨石である。長さ 7.0cm、幅 7.0cm、厚

さ 4.7cm を測るが、一部欠損している。O6grid から

出土した。平坦面は片面のみに形成されている。

　6202 は、磨石である。長さ 4.3cm、幅 3.9cm、厚

さ 3.5cm を測る。O6grid から出土した。小振りでは

あるが両面に平坦面が形成されている。

　6203 は、磨石である。長さ 7.5cm、幅 7.3cm、厚

さ 3.7cm を測る。O6grid から出土した。両面に平坦

面が形成され、平坦面の中央部には複数の凹部が形成

されている。

　6204 は、磨石である。長さ 10.0cm、幅 8.5cm、

厚さ 4.1cm を測る。O6grid から出土した。両面に平

坦面が形成され、平坦面の中央部には凹部が形成され

ている。

　6205 は、磨石である。長さ 12.3cm、幅 8.6cm、

厚さ 7.2cm を測る。第 3集石から出土した。被熱に

より縁辺部が欠損している。残存する表面は滑らかで

あるが、曲面で構成されている。
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5　弥生時代の遺構
　弥生時代の遺構は、中期の墓葬及び後期の集落が確認された。

　弥生時代中期の墓葬は、甕棺墓 6基で構成される。

　弥生時代後期の集落は、条溝 1条が集落を画し、集落内には住居 267 軒、円形周溝 2

基等が位置する。条溝には出入口が認められ、この出入口から南西方向に道路と考えられ

る無遺構地帯が伸びている。なお、条溝外部に、遺構等は確認されなかった。

　後期の集落を構成する住居の中には、鍛冶遺構が 4軒確認された。

5-1　中期の遺構

5-1-1　甕棺墓（SJ）

　弥生時代中期の甕棺を用いた墓葬が、6基確認され

ている。

　いずれも墓壙内に棺体を収め墓葬とし、SJ4 は単棺

葬、他の 5基は合せ口甕棺葬である。なお、いずれ

の墓葬からも人骨、副葬品等、棺体以外の遺物は確認

されなかった。

SJ1

　平面形が 1.18 × 0.79mの楕円を呈し、確認面から

の深さ 0.34mの土壙を墓壙とする。その内部に黒髪

式の甕を下甕、鉢を上甕とする総長 1.07mの棺体を

収める。墓壙と棺体の主軸は一致し、東南方向を採る。

また、下甕が墓壙側壁に接するように詰めて棺体を設

置する。なお、棺体の横位上半部を削平されており、

横位下半部以下が残存している。

図 24　弥生時代集落実測図 (SB,SD,SV)
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図 26　甕棺墓実測図 (SJ1)

　墓壙はⅡ層から掘り込まれ、その底面はⅢ層に達し

ている。墓壙の縦断面は、下甕側の壁面が直立するの

に対し、上甕側壁面は斜行している。

　棺体は水平方向に正置され、下甕は体部下半部が土

壙底面に、底部は墓壙壁面に接し、上甕は墓壙底面か

ら遊離している。上甕と下甕とは口縁部で緊切してい

るが、当該部分への粘土による目貼は認められない。

SJ2

　平面形が 2.15 × 1.04m の長方形を呈し確認面か

らの深さ 0.77mの土壙を掘削し、当該土壙を埋め戻

すなかで、黒髪式の甕を下甕、鉢を上甕とする総長

0.83m の棺体を収めている。なお、棺体の周囲には

0.88 × 0.43m の略楕円形を呈し確認面からの深さ

0.24mの「土壙」が確認された。

　長方形の土壙埋土は 3層で構成され、上層から、

埋土 1層：赤色粘土粒を含み粘性が弱い暗褐色土、

埋土 2層：黄色粘土塊を含み粘性が弱い黒褐色土、

埋土3層：黄色粘土塊を含み粘性が強い黄色土である。

略楕円形の「土壙」は単層の埋土から成り、長方形土

壙埋土 1層と同じ赤色粘土粒を含み粘性が弱い暗褐

色土である。長方形土壙埋土 1層と略楕円形「土壙」

埋土とは、しまり具合に差異があり、略楕円形「土壙」

埋土の方がしまりが弱い。

　この遺構の構成については、調査時から議論があり、

長方形土壙を別遺構と認識し略楕円形土壙と棺体を

もって SJ2 の墓葬と捉える見解、長方形土壙を埋め戻

した後に略楕円形土壙を掘削して棺体を設置した墓葬

であるとする見解、長方形土壙を埋め戻す過程で棺体

を設置した墓葬であるとする見解が存在した。現地で

は、セクション ･ベルトを前に調査員間で討議を繰り

返したが、結論は得ていない。本報告書では、長方形

土壙と略楕円形土壙との主軸が一致し、かつ長方形土

壙の西南側に略楕円形土壙及び棺体が収まる点で、各

土壙及び棺体の設置に企画の一致を見ると考えること

から、最初の見解は排除する。また、長方形土壙埋土

1層と略楕円形「土壙」埋土とは同一土壌であること、

棺体周囲の埋土のしまりが弱いことは通常見られる現

象であること、認識された略楕円形「土壙」は当に棺

体と同じ瓢形を呈していること、認識された土壙底面

は上甕体部に接しているが他の甕棺墓では両者は離れ

ていることから、略楕円形「土壙」は棺体周囲の埋土

のしまりが弱い現象を捉えたに過ぎないと考え、第 2

の見解も排除する。したがって、第 3の見解のとお図 25　甕棺墓配置図
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図 27　甕棺墓実測図 (SJ2)
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図 28　甕棺墓実測図 (SJ3)
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図 29　甕棺墓実測図 (SJ4)

り長方形土壙のみを墓壙と捉えて記述を進める。なお、

いずれの見解も検討できるように、略楕円形「土壙」

も破線で図示し、読者の便を図った。

　SJ2 の墓壙は先述の長方形土壙であるが、中央部に

一段深い土壙（15cm程度の段差）が位置する。この

中央土壙の東側は、その西側に比して 8cm程低い底

面をなしている。墓壙と棺体の主軸は一致し、東南方

向を採る。

　棺体は、黒髪式の黒髪式の甕を下甕、上甕とし、上

甕が上位に、下甕が下位となるよう斜位に設置されて

いる。下甕は体部下半部がほぼ水平をとり、下棺の斜

度と上甕の斜度とは同一である。棺体は、墓壙と主軸

を揃え、墓壙中央から西南側に設置されているが、墓

壙底部から 30cm 程浮いた状態である。上甕と下甕

とは口縁部が相対しているものの、しっかりとした合

せ口とはいえない状態で検出されている。なお、合せ

口部分への粘土による目貼は認められない。

SJ3

　平面形が 2.10 × 1.16mの隅丸長方形を呈し、確認

面からの深さ 0.64mの土壙を墓壙とする。その内部

に須久式の甕を下甕、鉢を上甕とする総長 1.64mの

棺体を収めている。墓壙と棺体の主軸は一致し、東南

方向を採る。なお、下甕底部は、墓壙側壁に奥行0.10m

程の横穴を穿って収めてある。上甕と墓壙側壁には、

0.50m 程の間隔が存在する。また、棺体の横位上半

部は土圧等により破砕されている。

　墓壙の埋土は、黒褐色土の単層であるが、中位以下

はこれに黄色粘土塊が含まれる。墓壙の西北側壁面に

は、棺体下甕底部にあわせて奥行 0.10m程の横穴が

穿たれている。墓壙底面には、同じく西北側壁面に接

して、平面形が直径 0.36m 程度の円形を呈し、底面

からの深さ 0.10m程の土壙が掘り込まれている。墓

壙の側壁面は、4面ともほぼ直立する。

　棺体は水平方向に正置され、下甕の体部上半部は土

壙底面に接し、底部は墓壙壁面に穿たれた横穴内に収

められている。上甕は、墓壙底面から遊離している。

上甕と下甕とは口縁部で緊切しているが、当該部分へ

の粘土による目貼は認められない。

SJ4

　平面形が 1.36 × 0.72mの不整長方形を呈し、確認

面からの深さ 0.27mの土壙を墓壙とする。その内部

に黒髪式の残存長 0.72mの単甕を収めている。墓壙

と棺体の主軸は一致し、東方向を採る。なお、甕棺底

部は、墓壙側壁にほぼ接して収めてあったものと考え

る。甕棺口縁部と墓壙側壁には、0.60m 程の間隔が

存在する。また、棺体の底部を含む上横位半部は削平

されている。

　墓壙の埋土は 2層で構成され、上層から埋土 1層：

暗褐色土、埋土 2層：黄色粘土粒を含む暗褐色土で

ある。なお、甕棺口縁部下端に接して褐色土ブロック

が確認された。墓壙の平面形は、不整長方形であるが、

墓壙底面は隅丸長方形を呈していることから、もとは

同じく隅丸長方形を呈していたものと考える。墓壙の

側壁面は、4面ともほぼ直立する。

　棺体は、ほぼ水平方向に正置され、甕棺の体部上半

部が土壙底面に接している。甕棺は、底部を欠くが、

この底部を復元した場合、甕棺と墓壙側壁が接した状

態で設置されていたものと考えられる。甕棺口縁部下
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図 30　甕棺墓実測図 (SJ5)

36



図 31　甕棺墓実測図 (SJ8)

端に接して褐色土ブロックが確認されたが、これは木

蓋が腐朽した結果である可能性がある。

SJ5

　平面形が 2.48 × 1.47mの倒卵形を呈し、確認面か

らの深さ 0.45mの土壙を墓壙とする。その内部に須

久式の甕を下甕、鉢を上甕とした残存長 1.40mの棺

体を収めている。墓壙と棺体の主軸は一致し、西方向

を採る。なお、甕棺底部は、墓壙側壁にほぼ接して収

めてあったものと考える。上甕と墓壙側壁には、0.87m

程の間隔が存在する。また、下甕の底部を含む横位上

半部は削平されている。

　墓壙の埋土は 3層で構成され、上層から埋土 1層：

暗褐色土、埋土 2層：2cm程度の黄色粘土塊を含む

暗褐色土、埋土 3層：黄色粘土塊及び褐色粘土塊を

含む黒褐色土である。墓壙の側壁面は、西側壁が直立

するものの、他の3面は斜行する。なかでも東側壁は、

棺体にあわせた緩やかな立ち上がりとなっている。

　棺体は、ほぼ水平方向に正置されている。下甕の体

部下側は土壙底面からほぼ平行して 10cm 程浮いて

いるといえる。下甕は底部を欠くが、この底部を復元

した場合、甕棺と墓壙側壁が接した状態で設置されて

いたものと考えられる。上甕は墓壙底面から遊離して

いる。上甕と下甕とは口縁部で緊切しているが、当該

部分への粘土による目貼は認められない。

SJ8

　平面形が 1.67 × 1.17mの隅丸方形を呈し、確認面
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からの深さ 0.22mの土壙を墓壙とする。その内部に

須久式の甕を下甕、鉢を上甕とした残存長 1.42mの

棺体を収めている。墓壙と棺体の主軸は一致し、東方

向を採る。なお、甕棺底部は、墓壙側壁に横穴を穿っ

て収めてあったものと考える。上甕と墓壙側壁には、

0.35m 程の間隔が存在する。また、上甕、下甕の両

底部を含む横位上半部は削平されている。

　墓壙の埋土は、暗褐色土の単層である。墓壙の側壁

面は 4面とも斜行するが、西側壁及び南側壁は特に

緩やかな立ち上がりとなっている。なお、墓壙底面は、

墓壙平面形の北東隅に寄っており、墓壙平面形に比し

て、より整った隅丸方形を呈する。

　棺体は、ほぼ水平方向に正置されている。下甕の体

部下側は墓壙底面にほぼ接し、上甕は墓壙底面から遊

離している。上甕と下甕とは口縁部で緊切しているが、

当該部分への粘土による目貼は認められない。下甕の

底部に近い体部破片が 2片、墓壙外から検出されて

いる。この 2片の出土状態は、墓壙内部の破片と連

続した位置関係を保ったものとなっている。また、下

甕を復元した場合、底部が墓壙外に位置することは確

実である。したがって、墓壙側壁に横穴を穿って、そ

の内部に下甕底部を収めたものと考える。

5-2　後期の遺構

5-2-1　円形周溝（SD）

　幅 50cm程の溝を、直径 5m程の円形に巡らせた遺

構である。その形態から円形周溝（SD）との名称を

用いている。本遺跡からは 2基を検出している。

　この種の遺構は、縄紋時代後 ･晩期と弥生時代後期

の遺跡で検出例があるが、SD2 が弥生時代の住居を

切っているところから、SD2 及び SD5 ともに弥生時

代後期の遺構である。

　なお、SD1、3、4は古墳時代の円墳の周溝であり、「7

古墳時代の遺構」に記述している。

SD2

　M8grid に位置し、SB33 及び SB34 を切っている。

主軸を北西にとり、平面形は長軸 6.94m、短軸 5.97m

の倒卵形を呈する。溝の幅は上端部 86 ～ 50cm、溝

底部 52 ～ 25cm であり、周溝の内法は長軸 5.31m、

短軸 5.02m を測る。なお、溝の断面形はカマボコ形

を呈し、周溝埋土は上層から 1層：褐色土層、2層：

ロームブロックを含む褐色土層、3層：褐色土層の合

計 3層がレンズ状に堆積していた。このうち、埋土 3

層は部分的な堆積である。また、周溝以外の施設は確

認されていない。

SD5

　H13grid に位置する。主軸を北北西にとり、平面

形は長軸 5.84m、短軸 5.04mの円形を呈する。溝の

幅は上端部 36～ 62cm、溝底部 43～ 22cmであり、

周溝の内法は長軸 4.90m、短軸 4.24mを測る。なお、

溝の断面形は台形を呈し、周溝埋土は上層から 1層：

褐色土層、2層：暗褐色土層、3層：ニガ土を含む暗

褐色土層の合計3層がレンズ状に堆積していた。また、

周溝以外の施設は確認されていない。

5-2-2　環壕（SV）

　二子塚遺跡調査区の北辺に位置し、西側 2/3 はほ

ぼ東西方向に走り、I29grid で南にほぼ直角に曲がり

東側 1/3 は南北方向に走る条溝が 1条ある。

　この条溝は、集落の立地する甘木台地の東西方向に

伸びる舌状部南端に、約 300mの間隔を置いて北入

する 2本の谷を結ぶように、丘陵平坦面上に掘削さ

れている。

　条溝の西端は、甘木台地に北入する西側谷部に抜

けていると考えられ、この西端から C20grid までは

丘陵平坦面上の微斜面に沿って東走し、C21grid で約

30°南折した後、微斜面に向かって走る。後、条溝は、

I29grid でほぼ直角に南折し、丘陵に北入する東側谷

部に抜けているものと考えられる。なお、条溝は中央

部分（D11grid から C16grid までの部分）で約 60m

にわたり途切れているが、これは現代の削平を受けた

区域であり、調査対象外の区域となっているためであ

る。本来は、当該部分にも条溝が連続していた、と考

えられる。

　条溝の断面はV字形であり、上端の幅は 2.5m程度

であり 3mを超えない。下端は概ね 20cm 程度の幅

の平坦面を形成している。一部、断面が Y字形に近

くなる部分もあるが、そのような断面形は地形斜度の
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大きな部分、または条溝が谷部に抜ける地点近辺で観

察される。また、底面の凹部は表土を形成していたと

考えられる黒褐色土がしまりのない状態で堆積してい

た。したがって、Y字形底面凹部は、降雨等により一

時的な急水流が生じて地山が削られた結果であると考

えられる。本来、掘削時の条溝断面は V字形を呈し

ていたものと考えられる。

　条溝の特徴は以下の 4点である。

　第 1点は、集落の入口を形成していることである。

条溝は、途中、E24grid で幅 3m程にわたり途切れる。

また、集落内には幅 10m程度の遺構空白地帯が、条

溝の途切れた部分を基点として集落中心部をとおり、

南西方向に連続して分布している。以上の状況から、

条溝が途切れた部分は集落の入口であり、これに連続

する遺構空白地帯は集落内を北東から南西に一直線に

横断する道路である、と推定できる。

　第 2点は、先述のとおり、ほぼ直角に屈折する部

分を有することである。

　第 3点は、クランク状の屈折部が存在することで

ある。F1grid から C8grid まで東走していた条溝は、

C8grid 半ばで被削平区域に入り、様相が不明となる。

C10grid で再出現した条溝は、既に南折しており、

D10grid において再び東走する。当該部分において、

条溝はクランク状に屈折しているものと推定すること

ができる。なお、当該部分の北側屈折部は被削平区域

内のため確認することができないが、南側屈折部では、

東西方向の溝部が西側に突出した形で屈折部を形成し

ている。また、当該部分の条溝が南走する距離は、確

認長で 5m程、最大長は 12m程度である。

　第 4点は、条溝が弧線ではなく直線として掘削さ

れていることである。条溝は、全体的には緩やかな弧

を描きながらほぼ東西に走り集落の北端を画している

が、これは長さ約 12m程度の直行溝が連続した結果

である。なお、長さ約 12m程度の直行溝の連続長が

90m近い直線となる場合もある。このことから、条

溝全体は明確な企図に基づき、直線部、弧線部等が配

置されていると考えられる。また、条溝の明瞭な屈折

点は、総長約 320mのうち、先述の直角屈折部及び

クランク状屈折部を含めて6箇所（推定1箇所を含む）

にすぎない。 図 32　円形周溝実測図 (SD)
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図 33　条溝実測図 (SV)
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図 34　条溝実測図 (SV)
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5-2-3　住居（SB）

　条溝及び自然地形で画された一定の区域内に、鍛冶

遺構を含む 267 軒の住居が検出された。

　住居は、竪穴式である。平面形は方形プランを呈し、

2基又は 4基の主柱穴を有し、住居中央に炉、住居南

側壁に内接もしくは近接して K-pit（土壙）を備える

例が一般的である。また、住居内周にベッド状遺構を

設ける場合もある。

　主柱穴は、直径 50cm 前後の円形を呈する土壙で

あり、深さは 30cm程度の浅いものから 1mを超える

深いものまで様々である。その配置は、柱穴を結ぶ直

線が住居側壁と平行になる場合が多く、側壁から住居

内法長の 1/3 又は 1/4 程度の距離を置く。

　炉には、掘り込みを持つ炉と掘り込みをもたない炉

との、2者が存在する。前者は、円形を呈する土壙が

多く、方形の土壙も少数存在する。後者は、焼土面を

もって炉（地床炉）と認定したが、この焼土面は円形

を呈する場合がほとんどである。

　K-pit とは、住居址内部に穿たれた方形又は円形の

土壙である。多くは、南側壁に内接し、炉と共に当該

住居の主軸上に位置する。その用途は、貯蔵穴、出入口、

祭壇等とする諸説があり、確定を見ていない。大分県

教委の栗田氏によりその存在が指摘されたため、同氏

の頭文字「K」を採り、「K-pit」と命名された。

　ベッド状遺構は、住居内の周辺部に、側壁に内接し

て、床面から５～ 10cm 程高い面を作りつけたもの

である。その幅は、住居の規模によって様々であるが、

住居内法長の 1/4 程度である場合が多い。床面に硬

化面が観察される場合でも当該施設上には硬化面が認

められない例が多いことから、莚等が敷設されていた

ものと考えられ、その方形の形態と併せて「ベッド」

の語が冠された。寝所の他、物置等の用途に供された

と考えられる。

　以下、各住居址について、位置、切合関係、形態、

法量、施設、遺物出土状況、その他の事項を記す。

SB1

　U14grid に位置し、北半部を第 1周溝に破壊され

ている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.20 × 4.20m、

深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は 2基確認されるが、削平を受けている北

半部にもう 2基あったと推定され、2× 2の 4基、4

本柱建てで、北 ･東側壁と平行に配置されていたと考

える。炉は、床面のほぼ中央に位置し、略円形を呈し

円錐状に掘りくぼめられている。また、南側壁の中央

からやや西よりに内接して長方形の K-pit が確認され

た。

　遺物は、床面のほぼ中央付近に疎らに出土している。

炉と K-pit の中間には完形の大型石器があり、南東主

柱穴付近では未加工・未使用の角礫を含む、人頭大の

礫が 5、6点出土している。

SB2

　V12grid に位置し、SB3 に北西隅を切られ、第 1周

溝に北東隅を破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.60 × 5.46m、

深さ 0.24mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てで、各側壁と

平行に配置される。炉は、床面中央に位置し、略円形

を呈し皿状に掘りくぼめられている。また、南側壁中

央に内接して、隅丸方形の K-pit が確認された。

　遺物は、北側壁と北西柱穴の間 ･炉の北から東側に

かけて、比較的小さな土器片と礫の集中があり、出土

密度は密から疎へ推移している。

SB3

　U12grid に位置し、SB2 の北西隅を切り、後世の撹

乱によって東半部の一部を破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.84 × 5.28m、

深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。床面の中央に略円形に焼

土が検出され、地床炉を備えていたと考える。炉の北

西に、炭化物が長軸 1.0m、短軸 0.60m の楕円形状、

その南に 0.5 × 0.55m の略円形状に焼土が、検出さ

れた。また、隅丸方形のK-pitが南側壁中央に内接して、
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図 35　住居址実測図 (SB 1,2,3,4,5,6)
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設けられていた。

　遺物は、地床炉を挟んだ、北東と南西に土器片が疎

らに出土している。

SB4

　T12grid に位置し、南東隅を SD1 の周溝に破壊さ

れている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、6.12 × 5.2m、深さ 0.16m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。炉は、床面中央に位置し、

略楕円形を呈し皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、柱穴に囲まれる範囲内に大型石器が散在し、

土器の出土量はわずかであった。なお、建築部材の一

部と考えられる炭化材が炉を挟んだ南北の数箇所で、

炉の周辺では焼土が検出された。また、青銅鏡破片が

出土した。

SB5

　S14grid に位置し、SK2 及び後世の溝に、その南東

隅を破壊されている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、8基の pit を

検出した。法量は、5.72×5.12m、深さ0.16mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東側

壁と平行に配置される。炉は認められなかった。また、

南側の柱穴間に正方形の土壙があるが、K-pit とは異

なっている。

　遺物は土器、石器ともにわずかな量であり、床面西

半部に散在して出土した。なお、床面東北隅に建築部

材の一部と考えられる炭化物が、2箇所で検出された。

SB6

　S13grid に位置し、後世の溝に南東隅を破壊されて

いる。

　主軸を西北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、5.52 × 4.52m、深さ

0.12mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。炉は、床面中央からやや

南よりに位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられ

ている。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB7

　R13grid に位置し、後世の溝により東側壁を破壊さ

れている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、4.96 × 4.92m、

深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は 3基が確認されているが、南東部にもう 1

基、南側壁に平行になる位置に設けられていたと推測

され、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱立てであったと

考える。西 ･南側壁と平行に配置される。炉は、略円

形を呈し床面中央からやや東よりに位置し、皿状に掘

りくぼめられている。また、K-pit は、南側壁中央よ

りやや東側に半円形で、内接して確認される。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB8

　P12grid に位置する。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、3.64 × 3.44m、深さ 0.32mを

測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。炉は、床面中央よりやや

西よりに位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられ

ている。また、4本の主柱穴に囲まれる内側に、周り

より若干高くなった硬化面が検出されている。

　遺物は、北西隅の床面を除く、炉や柱穴の周辺から

土器片を中心に出土している。

SB9

　P12grid に位置する。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉、K-pit を備える。法量は、7.8 × 5.36m、深さ 0.28m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東側

の 2基が西側壁と平行に配置される。炉は、床面中

央のやや北側に位置し、円形を呈し浅い皿状に掘りく
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図 36　住居址実測図 (SB 7,8,9,10,11,12)
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ぼめられている。K-pit は半円形を呈し、南側壁の中

央に内接して設けられている。

　遺物は、床面全域に小さな土器片や自然礫を含む石

器類が散在し、K-pit 周辺からも出土している。

SB10

　O12grid に位置し、北西隅で SB11 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、7.5 × 5.28m、深さ 0.27m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の計 4基、4本建てであり、南側

壁と平行に配置される。炉は、床面中央よりやや北側

に位置し、楕円形を呈し皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、炉のすぐ北に幅 50cm を測る石皿を含み

数個の礫が検出され、また、北西隅の柱穴を除いた、

3基の柱穴の周りには、それぞれ甕の一個体分と思わ

れる、土器片がまとまって出土している。

SB11

　O11grid に位置し、北東隅を SB10 に切られている。

　主軸を西北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.05 × 3.81m、

深さ 0.2mを測る。

　主柱穴は、2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、東

･ 北側壁と平行に配置される。炉は、床面の中央に

位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられている。

K-pit は半円形を呈し、東側壁中央に内接している。

　遺物は、床面中央西寄りから北西部に土器片が散在

し、西側壁中央壁際には、完形の壺が出土している。

南東隅には、炭化材が住居中心へ向かって倒れた状態

で検出された。

SB12

　O11grid に位置する。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、5.8 ×

4.68m、深さ 0.28mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北 ･

南側壁と平行に配置される。炉は、床面中央よりやや

西側に位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられて

いる。北東隅、南東隅の2箇所に長方形を呈する、ベッ

ド状遺構が設けられていた。

　遺物は、2箇所のベッド状遺構の上部と北西隅を除

いた、床面全域に出土している。

SB13

　P10grid に位置する。北西主柱穴と南東主柱穴を結

ぶ対角線上を、島状の撹乱により破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、6基の pit を検

出し、K-pit を備える。法量は、6.08 × 4.24m、深さ

0.16mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。撹乱による破壊のため炉

は確認できなかったが、おそらく、焼土面のみが検出

される、掘り込みのない地床炉が設けられていたと考

える。K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁中央より西よ

りに内接して確認された。

　遺物は、南西部から東半部に疎らに出土し、北東部

には炭化物の集中がみられた。

SB14

　P10grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、6基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.56 × 5.2m、

深さ 0.28mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北 ･

東側壁に平行に配置される。炉は、床面中央部に位置

し、円形の皿状に掘りくぼめられているが、他の住居

址に比べると平面のプランは小さい。K-pit は隅丸長

方形を呈し、南側壁の中央に内接して確認された。

　遺物は、床面の北西隅と南東隅にわずかに出土して

いる。なお、炉の北西及び南西部分に木炭粒の広がり

が検出された。

SB15

　P11grid に位置し、後世の溝によって南東隅を破壊

されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、3.92 × 3.52m、深さ 0.2m

を測る。
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図 37　住居址実測図 (SB 13,14,15,16,17,18)
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　主柱穴は 3基確認されたが、原状は南西隅にもう 1

基あり、2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。

北側壁に平行に配置する。炉は、床面中央部よりやや

南東に位置し、楕円形を呈し皿状に掘りくぼめられて

いる。

　遺物は、主柱穴及び炉の周辺に散在して出土してい

たが、その量は少ない。

SB16

　O10grid に位置し、西側壁を SB17 に切られている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.13 × 5.41m、

深さ 0.45mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱立てあり、西 ･南

側壁と平行に配置される。炉は床面中央に位置し、円

形を呈して皿状に掘りくぼめられている。K-pit は隅

丸長方形を呈し、南側壁の壁際中央に南東隅の上端を

接して設けられている。

　遺物は、その出土量は少ないが、炉の北東に幅

40cmを測る大型の石器をはじめ、比較的大きな土器

片も出土している。また、主柱穴の周りに炭化材や焼

土が検出され、南西隅には焼土の出土が著しい。

SB17

　O10grid に位置し、東側壁で SB16 を切っている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を

検出し、K-pit を備える。法量は、6.17 × 4.57m、深

さ 0.21mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、住居

の北西に寄り、東側壁と平行に配置される。K-pit は

隅丸長方形を呈し、南側壁中央に位置する。土壙の南

側 1/3 は、住居確認プランから南側に突出した形で

確認された。

　遺物は、少量の土器片と石器類が出土しただけであ

る。

SB18

　O9grid に位置する。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、4基の pit の

を検出し、炉を備える。法量は、4.79 × 4.09m、深

さ 0.12mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北 ･

西側壁と平行に配置される。炉は、床面中央ではなく、

南西主柱穴と南東主柱穴を結ぶ線上の中点よりやや西

側に位置していたと思われるが、他に比べると平面形

のプランが大きく、楕円形に浅く皿状に掘りくぼめら

れている。

　遺物は、中央部よりやや北側に大型石器を含む石器

類、土器片も北半部で出土した。ただし、その出土量

は少ない。

SB19

　N11grid に位置し、SB40 に北東隅を切られている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、7基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、5.63×4.67m、深さ0.37m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、南 ･

北側壁に平行に配置されているものの、南北方向への

梁の通りが悪い。炉は、床面のほぼ中央部に円形を呈

して位置し、2段のボウル状に掘りくぼめられている。

K-pit は隅丸長方形を呈し、南側壁中央に内接して確

認された。

　遺物は、床面中央にわずかに出土している。

SB20

　N10grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、6基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.92 × 4.40m、

深さ 0.4mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

北側壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、床面

の中央よりやや北側に位置する。皿状に掘りくぼめら

れ、焼土や木炭が分布していた。K-pit は半円形を呈

し南側壁中央に位置し、側壁からやや離れて設けられ

ていた。

　遺物は、床面のほぼ中央付近に疎らに散っていたが、

その出土は少量であった。

SB21

　N11grid に位置し、北西隅で SB40 を切り、削平に
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図 38　住居址実測図 (SB 19,20,21,22,40)
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より北東部を破壊されている。

　主軸を北北東に採り、2基のpitを検出する。法量は、

4.11 × 2.09m、深さ 0.45mを測る。

　主柱穴は南半部に 2基検出されているが、北半部

にも 2基存在し、2× 2 の 4 基で、原状は正方形を

呈し、4本柱建てあったと考える。

　遺物は、南西隅に数点が検出されたのみである。

SB22

　M11grid に位置する。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、6基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、6.92

× 3.92m、深さ 0.32mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基で、4本柱建てであり、西

･北側壁と平行に配置される。炉は床面中央より西側

に位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられている。

ベッド状遺構は南西隅に接し、長方形を呈する。住居

の東半部は、炉の周辺の床面より若干床面が高く、ベッ

ド状遺構に類似した形状となっている。

　遺物は、床面全域にわたって、石皿等の石器類を含

み出土しているが、その量は多くない。

SB23

　M10grid に位置する。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.68 × 4.68m、

深さ 0.52mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北 ･

西側壁と平行に配置される。炉は床面の中央に位置し、

略楕円形を呈し皿状に掘りくぼめられている。K-pit

は長方形を呈し、南側壁の中央に内接して確認された。

　遺物は、炉の北西と北東隅の壁際に大型の石器が出

土し、ほかは比較的小さな土器片が床面全域に散在し

ていた。また、北西隅には焼土の塊と炭化材、K-pit

周辺及び南東隅には炭化材片及び木炭粒の分布が検出

された。

SB24

　N9grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、7基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.56 × 4.32m、

深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は、3× 2の 6基、6本柱建てであり、西 ･

南側壁に平行に配置される。炉は床面中央西よりに位

置し、略円形を呈し円錐状に掘りくぼめられている。

K-pit は半円形を呈し、南側壁の中央より西側に内接

して確認された。また、炉を中心に西側 4本の柱穴

に囲まれる内側床面は、やや高い硬化面となっていた。

　遺物は、柱穴の周りにわずかに出土した。

SB25

　M9grid に位置し、北西隅で SB41 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.35 × 4.00 ｍ、

深さ 0.44mを測る。

　主柱穴は 3基確認され、北東隅にもう 1基あり、2

× 2 の 4 基、4本柱建てであったと考える。炉は床

面中央に位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられ

ている。K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁中央に内接

して確認された。

　遺物は、床面全域から土器片、磨石等の石器類が出

土している。また、北半部には、数箇所に炭化材や焼

土の塊が検出された。

SB26

　M8grid に位置する。床面南半部の一部を、古代の

掘立柱建物の柱穴に破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.44× 4.16m、深さ0.16m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東側

壁と平行に配置される。炉は床面の中央に位置し、略

円形を呈し浅く円錐状に掘りくぼめられている。

　遺物は、ほとんど出土しなかったが、炉の南と北東

に、長さ 10～ 50cmの炭化材が検出された。

SB27

　L8grid に位置し、南側壁を SB29 に切られている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.43×3.23ｍ、深さ0.32m
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図 39　住居址実測図 (SB 23,24,25,26,27,28,29)
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を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東及

び北側壁と平行に配置される。炉は、略円形を呈し皿

状に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。なお、主

柱穴及び pit に囲まれる内側の床面が、炉を中心にや

や高くなっている。

　遺物は、炉付近及び西側壁沿いで土器片が少量、出

土した。また、北西隅の壁際に、建築部材の一部と思

われる木材の炭化物が、住居中心に向かって倒れた状

態で出土した。

SB28

　M8grid に位置し、北半部で SB29 の南西隅を切る。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、5基の pit を検出し、

現存する法量は、5.10 × 3.90m、深さ 0.32mを測る。

　主柱穴は、2× 2 の 4 基 4 本柱建てで、西側壁に

平行に配置される。主柱穴以外の住居内施設は不明で

ある。

　遺物は、床面全域からほんのわずかに、小さな土器

片が出土した。

SB29

　L8grid に位置し、北東隅で SB27 を切り、南西隅

を SB28 に切られている。

　主軸を東北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出した。法量は、7.03 × 4.05m、深さ 0.2mを測る。

　2基の主柱穴を検出したが、並びや柱の数は不明で

ある。床面中央よりやや西寄りに、地床炉の可能性が

考えられるカーボン混じりの焼土が検出されている。

　遺物は、SB28 と切り合う南西隅に、比較的大きな

土器片や、石器類が集中している。

SB30

　O12grid に位置し、SB177、178、179 と切合関係

にあるが、この切合関係の全てを調査中に明確にする

ことはできなかった。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.97 × 5.1 ｍ、

深さ 0.32mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北側

壁を除く 3側壁と平行に配置される。炉は略円形を

呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面中央よりやや南に

位置する。K-pit は半円形を呈し、南側壁中央に内接

して確認された。

　遺物は、東半部床面に疎らに分布していた。また、

K-pit の北東に、0.6 × 0.75m の楕円形に焼土の分布

が見られた。

SB31

　L8grid に位置し、SB32 を切る。住居の北側は、予

備調査時のトレンチにより、破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、5.19×3.7m、深さ0.23m

を測る。

　主柱穴は 4基確認されたが、原状は北側へ柱列が

延びて、6本柱建てか、それ以上の主柱穴が設けられ

ていたと考える。中央の 2基の主柱穴に挟まれた床

面には、焼土が分布しており、地床炉を備えていたと

考える。

　遺物は、床面の縁辺部を除く全域から疎らに出土し

ている。なお、東側壁は、中央付近で半円形の突出部

を有しているが、その基部の壁際には 20cm 前後の

礫が 8個、固め置かれていた。

SB32

　L7grid に位置し、東側壁を SB31に切られる。また、

SB31 と同様に、北半部を、予備調査時のトレンチに

破壊されている。

　主軸を東北東に採り、方形を呈する。法量は、3.99

× 2.72 ｍ、深さ 0.08mを測る。

　4基の pit を確認するが、柱穴の数量と配置は明確

にすることができず、他の住居内施設も不明である。

　遺物は、磨石 2点とわずかな土器片が出土しただ

けである。

SB33

　M8grid に位置し、第 2周溝により、北東隅から南

側壁中央にかけて、幅 0.6 ～ 0.8mの帯状に破壊され

ている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を
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図 40　住居址実測図 (SB 30,31,32,33,34,35,36,37)
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検出し、炉、K-pit を備える。法量は、4.04 × 3.64 ｍ、

深さ 0.11mを測る。

　主柱穴は 3基確認されたが、周溝に破壊されてい

る部分にもう 1基あったと思われ、原状は 2× 2の

4基、4本柱建てであったと考える。西側壁に平行に

配置されており、原状ではこれに南側壁に平行な並び

が加わる可能性が高い。炉は略楕円形を呈し、円錐状

に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。その南側の

一部は、周溝により破壊されている。K-pit は略楕円

形を呈し、南側壁の中央に内接して検出された。

　遺物は、床面の北半部に疎らに出土した。また、北

東部には木炭の塊が点々とみられた。

SB34

　M7grid に位置する。第 2周溝に南東部を幅 0.6 ～

0.8m の弧状に、後世の削平により北西部の大半が破

壊されている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉、K-pit を備える。法量は、4.44× 4.2ｍ、深さ0.13m

を測る。

　主柱穴は 2基確認されているが、南東、北西部の

撹乱部に各 1基の主柱穴が存在したと考えられ、原

状は2×2の4基、4本柱建てであったと推定できる。

炉は、略円形を呈し、床面の中央に位置すると考えら

れ、円錐状に掘りくぼめられている。K-pit は長方形

を呈し、南側壁の中央に内接して検出された。

　遺物は、炉周辺に散在していたが、その量は少なかっ

た。

SB35

　L7grid に位置する。南東隅から南側壁際以外の大

部分が破壊されている。

　主軸を北東に採り、1基の pit が検出されるが、他

の住居内施設は不明である。法量は、検出状況で 5.62

× 2.25 ｍ、深さ 0.13mを測る。

　遺物は床面中央付近でわずかに検出された。

SB36

　R9grid に位置する。予備調査時のトレンチにより

北側壁、後世の削平により西側壁を破壊されている。

　主軸を北西に採り、方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、4.6×2.68m、深さ0.27mを測る。

　主柱穴は 2基が確認され、南側壁に平行に配置さ

れている。さらに 2基の主柱穴が、トレンチにより

破壊された部分に存在したものと推定でき、原状は 2

× 2 の 4 基、4本柱建てであったと考える。炉は楕

円形を呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面の中央、北

よりに位置する。

　遺物は、炉の周辺、南半部に点在して土器片が出土

した。

SB37

　R9grid に位置する。

　主軸を北北東に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、4.36 × 3.68m、

深さ 0.08mを測る。

　主柱穴は、2× 2計 4基、4本柱建てであり、西 ･

北側壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、円錐

状に掘りくぼめられ、床面中央からやや南東側に位置

する。K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁中央に隅を接

するかたちで内接して確認された。

　遺物は、床面の南西部に集中し、土器片、石器類が

出土した。

SB38

　R8grid に位置し、後世の削平により西側壁は破壊

されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、3.92 × 4.12m、

深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は 2基確認し、2本柱建てであるが、住居平

面形と整合した配置にはなっていない。炉は円形を呈

し、浅い円錐状に掘りくぼめられ、床面のほぼ中央に

位置する。なお、この炉の南東に焼土及び炭化物が検

出された。K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁中央付近

において住居プランから外に突出した形で確認され

た。

　遺物は、住居中央から南にむかって、土器片が数点

出土している。
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図 41　住居址実測図 (SB 38,39,41,42,43,44)
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SB39

　P13grid に位置し、東半部の北から南にかけて、帯

状の撹乱によって破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈する。撹乱のため

柱穴、炉、K-pit 等、住居内施設は確認できなかった。

法量は、5.56 × 5.52 ｍ、深さ 0.2mを測る。

　遺物は、比較的大きな土器片や石器類を含み、西半

部の中央付近に集中して出土している。

SB40

　N11grid に位置し、南西隅で SB19 を切り、東半部

を SB21 に切られている。また、後世の削平により、

北半部を破壊されている

　主軸を北に採り、方形を呈し、法量は、4.8 × 3.18m、

深さ 0.21mを測る。

　pit は 3 基が確認されているが、主柱穴と確認はで

きず、その配置も非定型的である。炉、K-pit の存否

は不明である

　遺物の出土はわずかで、時期判定可能な土器は出土

しなかった。

SB41

　M9grid に位置し、SB25 により北東隅を、SB28 に

西側壁の一部を切られている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、5.75×5.32ｍ、深さ0.23m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

北側壁と平行に配置される。炉は床面中央に位置し、

略円形を呈し皿状に掘りくぼめられている。K-pit は

隅丸方形を呈し、南側壁中央に内接して確認された。

　遺物は、北西隅に土器片がまばらに出土している。

SB42

　X15grid に位置する。西側壁の中央を撹乱により、

一部破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.2 × 5.08 ｍ、

深さ 0.11mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

北側壁に平行に配置される。炉は南北に細長い楕円形

を呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面の中央に位置す

る。K-pit は長方形を呈し、南側壁中央に住居外に突

出する形で設けられている。

　遺物は土器、石器ともにわずかな量であり、柱穴に

囲まれた範囲及び K-pit 内に散在していた。

SB43

　Y16grid に位置し、本調査区における最南端の住居

である。南半部は、調査区外にあたるため、未調査で

ある。また、耕作溝により北半部の一部が破壊されて

いる。

　主軸を北西に採り、正方形を呈すると推定され、2

基のpit を検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、

6.72 × 5.68 ｍ、深さ 0.22mを測る。

　主柱穴は、2基確認されているが、原状は、2× 2

の 4基、4本柱建てであったと思われる。炉は略円形

を呈し、ボウル状に掘りくぼめられ、床面の中央に位

置する。ベッド状遺構は、北西隅と北東隅に設けられ、

Ｌ字形を呈する。なお、北東隅のベッド状遺構は、西

側の部分が一段低くなっている。また、北西隅のベッ

ド状遺構は、北側壁沿いに東に伸びる部分の幅が約

20cmと細い造りである。

　遺物は、床の北東部でわずかに出土した。

SB44

　X15grid に位置し、後世の溝により南東隅を破壊さ

れている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.88 × 6.48 ｍ、

深さ 0.10mを測る。

　主柱穴は 3基を確認しており、東 ･北側壁に平行

に配置する。原状は、これに南西主柱穴が加わり 2

× 2 の 4 基、4 本柱建てであったと考える。炉は、

床面の中央に位置する。長方形の土壙底面の北半部に

pit を付加した構造で、東側に掘り広げて、Ｌ字形の

掘り方をもつ。K-pit は半円形を呈し、南側壁中央部

に内接して確認された。

　遺物は、ほとんど出土していない。
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図 42　住居址実測図 (SB 45,46,47,48,49,50)
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SB45

　X17grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.24×4.48ｍ、深さ0.22m

を測る。

　主柱穴は 3基確認されており、東側壁に平行に配

置している。さらに北西主柱穴が存在していたと推定

され、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであったと

考える。炉は略円形を呈し、円錐状に掘りくぼめられ、

床面中央よりやや北西に位置する。

　遺物は、北東主柱穴、南東主柱穴及び炉の付近でわ

ずかに検出された。

SB46

　W17grid に位置し、後世の溝により西側壁から東

側壁へかけて、住居址の中央部を含む幅 0.5mの帯状

の範囲が破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.44

× 5.60 ｍ、深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

東側壁と平行に配置される。炉は、かろうじて炉底ま

で確認することができたが、円形を呈し皿状に掘りく

ぼめられ、破壊されている床面中央よりやや西側に位

置していた。K-pit は略円形を呈し、北側に pit を付

加した二段掘りの構造で、南側壁中央部に側壁から

10cm程内側に設けられている。ベッド状遺構は長方

形を呈し、北西隅に接し、長辺を北側壁に沿って設置

されている。

　遺物は、西側壁中央付近に集中して出土している。

大半は大型の石器を含む石器類である。また、炉の北

東には、炭化材や焼土が検出された。

SB47

　V15grid に位置する。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、7.00×5.4m、深さ0.04m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、浅い皿状

に掘りくぼめられ、床面中央よりやや南側に位置する。

　遺物は極少量、出土しただけである。

SB48

　U16grid に位置し、北西隅、西側壁で SB49 を切る。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、15.5 × 13.3m、

深さ 0.15mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、南側

の 2基が北側壁に平行に配置される。炉は楕円形を

呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面中央よりやや西側

に位置する。K-pit は略円形を呈し、南側壁中央に位

置し、20cm程、住居外に突出するかたちで確認され

た。

　遺物は、極少量、床面全域に点在して出土した。

SB49

　U16grid に位置し、北西隅で SB50 を切り、SB48

に南半部を切られている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、9.03 × 4.49m、深さ

0.25mを測る。

　主柱穴は、北東、北西の 2主柱穴が確認されている。

原状は、SB48 に切られた部分に南東、南西主柱穴の

2基が加わり、2× 2の 4基、4本柱建てであったと

考える。炉は楕円形を呈し、浅い皿状に掘りくぼめら

れ、床面中央より西側に位置する。

　遺物は、出土していない。

SB50

　U17grid に位置し、SB49 により南西隅を切られる。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、5.60 × 5.25m、深さ 0.17mを

測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

北側壁と平行に配置される。炉は円形を呈し、皿状に

掘りくぼめられ、床面中央の南西よりに位置する。

　遺物は、極少量の土器片が、住居内に散在して出土

した。
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図 43　住居址実測図 (SB 51,52,53,54,55,56)
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SB51

　T17grid に位置し、後世の耕作溝により中央付近を、

2本の縞状に破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、原状は炉を備えていたと推定される。法量は、

6.04 × 4.68m、深さ 0.08mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

南側壁と平行に配置される。炉は、遺構中央の撹乱部

分に、その存在を推定できる痕跡（くぼみ）を認めた。

おそらくは円形を呈し、ボウル状に掘りくぼめられた

炉が、住居中央に位置していたものと考えられる。

　遺物は、床面の北半部でわずかに認められた。

SB52

　T15grid に位置する。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、4.68

× 3.96m、深さ 0.16mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、側壁との規則性

は見られない。炉は略楕円形を呈し、2段に掘り込ま

れ、床面中央部に位置する。ベッド状遺構は、西側壁

から北側壁にかけて、幅 0.4 ～ 0.8mの L字形を呈し

ている。

　遺物は、炉を中心に疎らに出土しているが、ベッド

状遺構上にはほとんどみられなかった。また、炉の南

側周辺部には炭化物が検出された。

SB53

　T15grid に位置し、東側壁で SB54 を切る。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、5基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、14.1 × 11.2m、深さ 0.25mを

測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、南側

壁に平行に配置される。炉は円形を呈し、皿状に掘り

くぼめられ、床面中央部に位置する。

　遺物は、北東部及び南東部に集中した箇所がみられ

たが、出土量はわずかであった。

SB54

　T16grid に位置し、SB53 に西側壁を切られる。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、8.40 × 8.40m、深さ 0.20mを

測る。

　主柱穴は、北西隅と南東隅を結ぶ対角線上に 2基、

確認されているが、北東、南西隅にもう 1基づつあり、

2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。炉は略

円形を呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面中央より西

側に位置する。

　遺物は、炉内から礫石器が集中して出土した。また、

南西主柱穴と東側壁との間にも、少量の土器が散在し

て出土している。

SB55

　T16grid に位置する。

　主軸を北北東に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.60 × 5.48m、

深さ 0.08mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

南側壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、皿

状に掘りくぼめられ、床面のほぼ中央に位置する。

K-pit は略円形を呈し、南側壁の中央よりやや西側に

内接して確認された。

　遺物は、床面全体から疎らな状態で出土したが、出

土量は少なかった。なお、K-pit 内から磨石 1点が出

土している。また、炉の西側には焼土が検出された。

SB56

　S15grid に位置する。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.20

× 5.44m、深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、各側

壁と平行に配置される。炉は円形を呈し、ボウル状に

掘りくぼめられ、床面のほぼ中央に位置する。ベッド

状遺構は長方形を呈し、南東 ･南西隅に設置されてい

る。両ベッド状遺構の北辺に、南東、南西主柱穴が各

辺に接した配置を採っている。K-pit は不整形を呈し、

南側壁中央部に内接して確認された。

　遺物は、ベッド状遺構に挟まれた床部分で、わずか

に出土している。なお、K-pit 内には 15cm 大の礫が
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図 44　住居址実測図 (SB 57,58,59,60,61,62)
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9 個、K-pit のすぐ北側に同様の礫が、さらに 1個検

出され、これは K-pit 内に礫を固め置いたものと考え

られる。

SB57

　S14grid に位置し、北東隅で SB58 を切る。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.41 × 4.64m、

深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、南側

壁と平行に配置される。炉は楕円形を呈し、皿状に掘

りくぼめられ、床面の中央に位置する。K-pit は略隅

丸方形を呈し、南側壁中央部に内接して確認された。

　遺物は、床面全域に出土するが、北東部と南東部に

大型の石器を含む集中が見られた。

SB58

　S14grid に位置し、SB57 に南側壁を切られ、北東

隅で SB59 を切る。後世の撹乱により北西部を破壊さ

れているが、北西隅はかろうじて残存していた。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、原状は 4本柱

建てと推測される。法量は、6.27×5.71m、深さ0.36m

を測る。炉、K-pit、ベッド状遺構等の住居内施設は

確認されていない。

　主柱穴は 3基確認されているが、撹乱部分に北西

主柱穴が存在したものと推定され、2× 2 の計 4基

の 4本柱建てであったと考える。

　遺物はわずかに、床面全体に散在していた。

SB59

　R14grid に位置し、SB58 により南西隅を、SB60

により北側壁を切られる。また、撹乱土壙により南東

部の一部は破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、1基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.69× 5.26m、深さ0.19m

を測る。

　主柱穴は、南西部に 1基検出されているだけであ

るが、南西部以外の 3箇所にも各側壁に平行になる

ように 1基づつ配置され、原状は 4基、4本柱建て

であったと考える。炉は略円形を呈し、皿状に掘りく

ぼめられ、床面の中央に位置する。

　遺物は、床面全域にわたって疎らに出土している。

SB60

　R14grid に位置し、南側壁で SB59 を切り、SB61

に北東隅に切られる。

　主軸を西北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.55 × 4.36m、

深さ 0.33mを測る。

　主柱穴は 2基確認しているが、これに北東・南東

主柱穴が加わり、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建て

で、西側壁に平行に配置されていたと考える。炉は不

整形を呈し、床面中央に位置する。その構造は、不整

形の土壙底面に円形の土壙を付加しており、2段構造

となっている。K-pit は隅丸長方形を呈し、南側壁中

央部に内接して確認された。

　遺物は、床面の各隅に散在して出土している。北東

隅には、礫 ･土器片があり、北西隅には炭化材が検出

された。また、K-pit の中には、幅 30cm の礫が据え

られていた。

SB61

　R14grid に位置し、南側壁で SB60 を切る。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.64 × 4.98m、

深さ 0.38mを測る。

　主柱穴は 3基検出されており、これに南東主柱穴

が加わり、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであっ

たと考える。主柱穴は北側壁に平行に配置される。お

そらく、東側壁とも平行関係をもっていたものと考え

られる。炉は楕円形を呈し、皿状に掘りくぼめられ、

床面の中央に位置する。K-pit は略長方形を呈し、南

側壁の中央より西側に内接して確認された。

　遺物は、南半部に集中して幅 30cm を超える平石

も出土するが、その量は少なかった。

SB62

　R15grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、K-pit を備える。法量は、4.48 × 3.44m、深さ
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図 45　住居址実測図 (SB 63,64,65,66,67,68)
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0.16mを測る。

　主柱穴は、2× 2の計 4基、4本柱建てであり、西

側の 2基は、東側壁に平行に配置される。K-pit は、

南側壁の東寄りに隅丸方形を呈し、住居プランの外側

に半分ほど突き出して設けられている。

　遺物は、床面全体に疎らに出土するが、特に K-pit

の中には、土器片と礫が一緒に入れられていた。

SB63

　Q15grid に位置する。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.49

× 5.04m、深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、側壁

との平行関係は認められない。炉は円形を呈し、円錐

状に掘りくぼめられ、床面の中央に位置する。K-pit

は長方形を呈し、南側壁中央に内接して確認された。

ベッド状遺構は長方形を呈し、北側壁中央に北東、北

西隅とは接さず、島状に設けられていた。

　遺物は、南半部に大型石器を含み、礫や石器類を中

心に点在して出土したが、量は少なかった。

SB64

　R17grid に位置し、SB69 に東側壁を切られている。

また、北西隅及び南東部を撹乱により、長方形に破壊

されている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、5.86 × 5.32m、深さ 0.13mを

測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、各側

壁と平行に配置される。床面中央よりやや西よりに狭

い焼土の広がりがあるが、これは地床炉と考える。

　遺物は、南半部に集中し、出土遺物の中に磨石や石

皿等の石器類の占める割合が大きい。が、土器片は小

さく量も少なかった。

SB65

　R17grid に位置し、SB66 を切る。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.00 × 4.88m、

深さ 0.2mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

南側壁と平行に配置される。炉は円形を呈し、皿状に

掘りくぼめられ、床面の中央に位置する。K-pit は隅

丸方形を呈し、南側壁の中央から東よりに内接して確

認された。

　遺物は、床面の中央に集中して出土した。東側壁際

の中央付近、集中部の縁辺部に、砥石等の大型石器類

を含む礫群が目立って見られ、それに比べ土器片は、

小さく量も少ない。

SB66

　Q17grid に位置し、SB65 に南西隅を切られている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.00 × 6.64m、

深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北側

壁を除く 3側壁と平行に配置される。炉は略楕円形

を呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。

K-pit は正方形を呈し、南側壁中央に内接して確認さ

れた。略方形の土壙底面に円形の土壙を掘り込む、2

段掘りの構造をもつ。

　遺物は、少量の土器片が数箇所にかたまって出土し

ている。北側壁際、西寄りには、所謂、免田式土器の

一個体分と思われる土器片が出土した。また、北西、

南東隅には、炭化材と焼土が検出されている。

SB67

　Q16grid に位置し、予備調査時のトレンチにより北

西隅を、後世の撹乱により南東隅を破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、4.56 ×

4.40m、深さ 0.16mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北側

壁を除く 3側壁と平行に配置される。炉は、他と比

べると短い径の略楕円形を呈し、円錐状に掘りくぼめ

られ、床面中央に位置する。また、炉の周辺には、炉

を南端に含み、北へ長軸を伸ばす楕円形状に、焼土と

炭化物の集中が見られた。ベッド状遺構は長方形を呈

し南西隅に位置し、その長辺を西側壁に接して設けら
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図 46　住居址実測図 (SB 69,70,71,72,73,74)
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れている。なお、南西主柱穴はベッド状遺構の東辺下

端中央に接して設けられている。

　遺物は、床面中央及びベッド状遺構の東に集中して

出土した。なお、炉の周辺には、北西方向へ焼土の広

がりが検出された。また、青銅鏡破片が出土した。

SB68

　P16grid に位置し、予備調査時のトレンチにより北

東隅から南西隅にかけて、住居面積の約 1/2 を帯状

に破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈する。法量は、3.84

× 3.80 ｍ、深さ 0.16mを測る。

　主柱穴、その他の住居内施設は、確認できなかった。

　遺物は、南東隅に疎らに出土した。

SB69

　R17grid に位置し、SB64 を切る。後世の撹乱と予

備調査時のトレンチにより、西から北半部の大半を破

壊されている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈する。法量は、6.96

× 4.16m、深さ 0.08mを測る。

　主柱穴等、住居内施設は、確認されていない。

　遺物は、遺構中央で疎らに出土した。

SB70

　R18grid に位置し、SB72、73 を切る。南東隅は調

査区外となり、南西隅、北西部の一部を後世の撹乱に

より、また、中央部及び西側の 3箇所を円形の撹乱

により破壊されている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、1基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、6.46× 5.71m、深さ0.12m

を測る。

　主柱穴は、1基検出されているのみで、柱の数、配

置は不明である。炉は楕円形を呈し、皿状に掘りくぼ

められ、床面中央のやや北側に位置する。

　遺物は、磨石などの石器類を中心に、北東部に集中

して出土した。

SB71

　M15grid に位置し、後世の撹乱により、中央を帯

状に破壊されている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、6.08 × 5.96 ｍ、深さ

0.32mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、各側

壁と平行に配置される。炉は略楕円形を呈し、円錐状

に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。

　遺物は、柱穴及び炉周辺に散在して出土したが、そ

の量は少なかった。

SB72

　R18grid に位置し、SB73 を切り、SB70 に南西隅

を切られている。また、後世の撹乱により、西側壁際

の中央付近を長方形に破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、6.87 ×

5.85m、深さ 0.10mを測る。

　主柱穴は、3基が確認されているが、SB70 に切ら

れている部分に南西主柱穴が存在したと推測され、2

× 2 の 4 基、4本柱建てであったと考える。炉は楕

円形を呈し、ボウル状に掘りくぼめられ、床面中央よ

りわずかに南側に位置する。炉の構造は、楕円形の土

壙底部に円形の土壙を掘り込み、2段構造となってい

る。ベッド状遺構は長方形を呈し、北東隅に接して設

けられていた。なお、ベッド状遺構の上面は、遺構確

認面とほぼ同じ標高である

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB73

　R18grid に位置し、SB70 に西側壁から南西隅を、

SB72 に北西隅を切られている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈する。法量は、3.72

× 3.45m、深さ 0.06mを測る。

　主柱穴等住居内施設は、確認されていない。

　遺物は、極少量の土器片が散在して出土した。

SB74

　M17grid に位置し、後世の溝により北側壁から西

側壁の一部へ帯状に破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検
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図 47　住居址実測図 (SB 75,76,77,78,79,80)
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出し、炉を備える。法量は、6.28× 4.88m、深さ0.28m

を測る。

　主柱穴は 3基検出されるが、破壊されている部分

に北西主柱穴が存在したものと推測され、2× 2の 4

基、4本柱建てであったと考える。南側壁と平行に配

置されている。炉は略円形を呈し、浅い皿状に掘りく

ぼめられ、床面中央に位置する。

　遺物は、極少量の土器片が出土しただけである。

SB75

　R19grid に位置する。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、5基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、7.08×5.24m、深さ0.16m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の計 4基、4本柱建てであり、各

側壁と平行に配置される。炉は楕円形を呈し、皿状

に掘りくぼめられ、床面中央から東よりに位置する。

K-pit は長方形を呈し、南側壁の西寄りに内接して確

認された。その西側壁は、西側主柱穴の軸線の延長線

上に一致する。

　遺物は、K-pit の中から台付鉢、甕が出土し、南西

部に土器片や磨石類が見られるが、床面全体に疎らに

出土する。また、南西隅の壁際には、炭化材が検出さ

れている。

SB76

　Q18grid に位置する。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.52 × 5.36m、

深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

東側壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、皿状

に掘りくぼめられ、床面中央よりやや北側に位置する。

K-pit は長方形を呈し南側壁中央に内接して確認され

た。若干、土壙上端が南側壁から外へ突出して検出さ

れたが、原状は、K-pit と住居の両南側壁は連続した

壁面を形成していたものと推察される。

　遺物は、4基の柱穴に囲まれる範囲で疎らに出土し

た。また、炉の北西に炭化材が検出されている。

SB77

　Q20grid に位置する。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、炉、ベッド状遺

構を備える。法量は、5.32 × 5.28m、深さ 0.24mを

測る。

　主柱穴は、未確認である。炉は略円形を呈し、皿状

に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。ベッド状遺

構は長方形を呈し、南東隅に接して設置されている。

なお、長辺は住居東側壁に接している。

　遺物は、ベッド状遺構の上面を除く床面全体に散在

して出土した。炉の南西にほぼ完形の石皿、南東には、

鉄製品が完形に近い甕･壺と共に出土している。また、

炉と西側壁との間にベンガラの分布が確認され、炉の

東側及び住居の北半部に炭化材が分布した。

SB78

　P19grid に位置し、後世の溝によりその大部分を、

予備調査時のトレンチにより南半部を破壊され、北東

隅と南西隅が残存している。

　主軸を北西に採り、正方形を呈する。法量は、5.60

× 5.00 ｍ、深さ 0.08mを測る。主柱穴等、住居内施

設は、確認できなかった。

　遺物は、出土せず、炭化材が南西隅に分布していた。

SB79

　L18grid に位置し、SB83 に北側壁の東側を切られ

ている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.58 × 5.48m、

深さ 0.33mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てでであり、西

側壁と平行に配置される。炉は略楕円形を呈し、ボ

ウル状に掘りくぼめられ、床面の中央に位置する。

K-pit は隅丸長方形を呈し、南側壁中央に内接して確

認された。なお、方形の土壙底面に pit を掘り込む、

2段掘りの構造をもつ。

　遺物は、床面全域に、極少量が散在して出土した。

SB80

　O18grid に位置する。この区域は、畑地になる以
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図 48　住居址実測図 (SB 81,82,83,84,85,86)
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前に大型の建築物があり、その基礎痕跡が方形の土壙

列として残っている。このことにより、SB80、81、

82、110 は、いずれも部分的に床面を破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.92 × 5.48 ｍ、

深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は西側の 2基のみが検出されているが、原

状は東側にも 2基が存在し、2× 2 の 4 基、4 本柱

建てであったと考える。炉は楕円形を呈し、皿状に掘

りくぼめられ、床面のほぼ中央に位置する。K-pit は

長方形を呈し、南側壁のほぼ中央に内接して確認され

た。

　遺物は、遺構南半部でわずかに出土した。

SB81

　N19grid に位置し、基礎痕跡により部分的に床面を

破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.56 × 5.40m、

深さ 0.20mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

東側壁と平行に配置される。炉は略楕円形を呈し、皿

状に掘りくぼめられ、床面中央から西より、西側主柱

穴の軸線に近接して位置する。K-pit は半円形を呈し、

南側壁中央より西よりに内接して設けられていた。炉

と K-pit は同一軸線上に並び、西側柱列との関連が深

いと考える。なお、住居床面中央に 1基の pit が確認

されたが、主柱穴より若干大きな平面形で、深さは柱

穴の半分程度と浅く、底面の標高は炉と同程度であっ

た。この pit は、柱穴とすることができるが、炉であ

る可能性も考慮する必要がある。

　遺物は、主柱穴に囲まれた範囲に集中して出土した。

また、北東部には炭化物の分布が認められ、南東部で

は炭化材が検出されている。

SB82

　M19grid に位置し、南側壁で SB110 を切る。なお、

基礎痕跡により部分的に床面を破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、5.04× 4.80

ｍ、深さ 0.08mを測る。

　主柱穴は 3基検出されたが、破壊されている北東

部に、もう 1基存在したと推定され、2× 2の 4基、

4本柱建てであったと考える。炉は、一部破壊されて

いるものの、楕円形を呈し、ボウル状に掘りくぼめら

れ、床面のほぼ中央部に位置する。ベッド状遺構は隅

丸長方形を呈し、南東隅に接して設けられている。そ

の長辺は東側壁に沿っている。

　遺物は、北側壁と南側壁に沿って、ほんのわずかに

出土した。

SB83

　K18grid に位置し、SB79、87 を切る。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、7.11×5.16ｍ、深さ0.42m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

西側壁と平行に配置される。炉は円形を呈し、ボウル

状に掘りくぼめられ、床面の中央に位置する。

　遺物は、炉を中心に西側には礫群、東側には土器片

が出土している。また、南西隅を除く各隅には、炭化

材が検出されている。

SB84

　L17grid に位置し、SB85、86 を切る。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、4.68×4.40m、深さ0.52m

を測る。

　主柱穴は2基確認され、北側壁に平行に配置される。

うち、東主柱穴は東側壁と接するかたちで設けられ、

中から土器片が出土した。炉は、床面中央よりやや南

側に焼土の広がりが検出され、略楕円形の円錐状に掘

りくぼめられていた。K-pit は隅丸方形を呈し、南側

壁中央に、側壁から若干離れた位置で確認された。

　遺物は、完形に近い甕や壺、比較的大きな土器片と

石皿類が、炉の周辺、北東隅から出土している。また、

炭化材が北半部、住居中心に向かって倒れた状態で、

ベンガラが K-pit の西側、南側壁に接し固め置かれた

状態で検出されている。
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図 49　住居址実測図 (SB 87,88,89,90,91,92,93)
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SB85

　L16grid に位置し、SB84 に東側壁を切られ、南東

隅で SB86 を切っている。なお、後世の溝により南西

隅を含む西半部の一部が、帯状に破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.12

× 5.00m、深さ 0.52mを測る。

　主柱穴は 3基が確認されているが、破壊を受けて

いる、北西隅にもう 1基あったと推定され、2× 2

の 4基、4本柱建てであったと考える。炉は略楕円形

を呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面中央よりやや西

より位置する。K-pit は隅丸長方形を呈し、南側壁の

ほぼ中央付近に、側壁から少し離れた状態で確認され

た。ベッド状遺構は、後世の溝により西側壁等が破壊

されているが、長方形を呈すると推定され、北西隅に

接して設置されている。その長辺は西側壁に沿ってい

る。

　遺物は、床面全域で出土し、炉周辺には大型石器を

含む石器群が分布していた。また、SB84 に切られた

部分でも多くの土器片が出土しているが、当該部分で

は SB84 出土遺物との混在がみられた。

SB86

　M17grid に位置し、SB84、85 に北半部を切られる。

　主軸を北西に採り、方形を呈する。法量は、3.96

× 2.08m、深さ 0.2mを測る。

　遺構の大半を、他の遺構により切られているため、

原状を推定することは難しい。主柱穴は、１基確認さ

れているが、柱数等を推定することは不可能で、他の

住居内施設も、確認されていない。

　遺物は、青銅鏡破片が出土した。

SB87

　K17grid に位置し、SB88 により北半部を、南東隅

を SB83 により切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.96 × 3.82m、

深さ 0.55mを測る。

　主柱穴は南側の 2基が確認されているが、SB88 に

切られている部分に、北側の 2基が存在したと推定

され、2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。

炉は略円形を呈し、ボウル状に掘りくぼめられ、床面

の中央東よりに位置する。K-pit は半円形を呈し、南

側壁中央よりやや東に内接して確認された。

　遺物は、床面の東半部に磨石、砥石の出土があり、

西半部には土器片の散乱がみられた。ただし、その出

土量はわずかであった。

SB88

　K17grid に位置し、SB87 を切り、後世の溝により

北東隅を破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.64 × 4.69m、

深さ 0.55mを測る。

　主柱穴は西側に 2基が確認されたが、東側にもう 2

基存在したと推定され、2× 2の 4基、4本柱建てで

あったと考える。炉は円形を呈し、ボウル状に掘りく

ぼめられ、床面中央よりやや東に位置する。なお、炉

の西側に浅い楕円形の土壙が検出された。K-pit は隅

丸長方形を呈し、南側壁の中央部やや東より内接して

確認された。

　遺物は、床面の全体にわたって少量が出土するが、

北西部分に土器片、石器の集中域があった。

SB89

　K18grid に位置し、後世の溝により北側壁を破壊さ

れている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.92× 5.48m、深さ0.40m

を測る。

　主柱穴は南側の 2基が確認されているが、破壊さ

れ北半部にもう 2基存在したものと推定され、2× 2

の 4基、4本柱建てと考えられる。炉は円形を呈し、

ボウル状に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。

　遺物は、床面縁辺に疎らに出土した。

SB90

　K15grid に位置し、南西隅で SB91、東側壁で

SB113 を切る。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

72



図 50　住居址実測図 (SB 94,95,96,97,98,99,117)
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検出し、炉を備える。法量は、5.45 × 5.13m、深さ

0.46mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、各側

壁との平行関係はない。南西主柱穴は南側壁中央に接

し、北西主柱穴は床面中央の西よりに位置している。

炉は楕円形を呈し、ボウル状に掘りくぼめられ、床面

中央に位置する。

　遺物は、南西部にほぼ完形の甕が横位で出土した他、

4本の主柱穴に囲まれる内側に散在して出土した。な

お、北東部では炭化材が 3本確認され、炉の北側に

は炭化物が分布していた。

SB91

　L15grid に位置し、SB90 により北側壁から北東隅

を切られている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出した。法量は、5.28 × 4.69m、深さ 1.5mを測る。

　主柱穴は 3基が確認されているが、これに北西主

柱穴が加わり、2× 2 の 4 基、4 本柱建てであった

と考える。各住居側壁とは平行関係をもたない。炉、

K-pit、ベッド状遺構等の住居内施設は確認できなかっ

た。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB92

　L20grid に位置し、東側壁で SB93 を切る。

　主軸を西北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.49 × 4.48m、

深さ 0.15mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、ボウ

ル状に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。K-pit

は略楕円形を呈し、南側壁から住居内側にやや離れて

確認された。

　遺物は、炉の北西から南側にまとまって出土してい

る。特に、炉の南側に集中する。また、炭化材が遺物

分布域の縁辺部で、少量検出された。なお、K-pit 内

には 15cm 程度の礫が 8点、西側にかため置かれて

いた。

SB93

　L20grid に位置し、SB92 により西側壁を切られて

いる。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.97× 4.96m、深さ0.06m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、南側

壁と平行に配置される。北側の主柱穴は SB92 との切

合部に位置し、北西主柱穴は SB93 の北側壁に外接し、

北東主柱穴は内接しているものと推定される。炉は略

楕円形を呈し、皿状に掘りくぼめられ、床面中央部よ

り北西側に位置する。この位置は、主柱穴の内部に限

れば、ほぼ中央の位置となる。

　遺物は、床面の縁辺部でわずかに出土している。

SB94

　K21grid に位置する。

　主軸を西北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.76 × 4.60 ｍ、

深さ 0.16mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、南 ･

東側壁に平行に配置される。炉は床面中央に位置し、

略円形を呈し、ボウル状に掘りくぼめられている。

K-pit は略楕円形を呈し、南側壁中部に内接して確認

された。

　遺物は、炉を囲むように疎らに出土していた。

SB95

　J21grid に位置し、後世の土壙及び溝により東半部

を破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈する。法量は、5.55

× 4.50m、深さ 0.12mを測る。

　住居の半分を撹乱され、かつ、確認面からの遺構深

度も浅いため、主柱穴、炉等の住居内施設を確認する

ことはできなかった。

　遺物は、南側壁際から極少量が出土した。

SB96

　J23grid に位置し、SB97 により南東隅を切られて

いる。
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　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.31 × 4.76 ｍ、

深さ 0.18mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、各側

壁と平行に配置される。炉は楕円形を呈し、ボウル状

に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。K-pit は隅

丸方形を呈し、南側壁中央に内接して確認された。

　遺物は、極少量であり、疎らに検出された。

SB97

　J23grid に位置し、北西隅で SB96 を切る。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出する。法量は、7.45 × 5.75m、深さ 0.15mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

壁と平行に配置される。炉、K-pit 等の住居内施設は

確認されなかった。

　遺物は北西部の 1箇所に、土器片が 1個体分ほど

固まって出土している。

SB98

　K22grid に位置し、SB99･117 に東側壁から南東隅

を切られている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、7.00

× 5.49m、深さ 0.52mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北 ･

南側壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、皿状

に掘りくぼめられ、床面中央に位置する。K-pit は正

方形を呈し、底面東側に円形の掘り込みのある 2段

掘りの構造を持ち、南側壁中央に内接して確認された。

ベッド状遺構は、南西、北西隅、及び北側壁西側の 3

箇所に設置されている。南西隅では、長辺を西側壁に

沿わせ長方形を呈し、北西隅は正方形を呈している。

北側壁西側のベッド状遺構は半円形を呈するが、原状

は長方形であったと推察され、北西隅のベッド状遺構

と繋がって L字形を呈していたと考える

　遺物は、ベッド状遺構を除く床面全体に散在して出

土した。なお、炉と北側壁の中間点では石皿、K-pit 内、

西半部では 32cm 程度の円礫、東側壁中央の壁際に

高杯のほぼ完形のものが出土している。また、遺物分

布範囲の周縁部では、炭化材が 2箇所で検出された。

SB99

　K23grid に位置し、SB98、117 を切っている。

　主軸を北北東に採り、方形を呈する。法量は、6.12

× 2.40 ｍ、深さ 0.18mを測る。

　主柱穴、K-pit、ベッド状遺構等の住居内施設は確

認することができなかった。ボウル状に掘りくぼめら

れた土壙が、残存部の中央で 1基検出されているが、

炉と認定するには根拠に欠けるものの、その規模、形

態及び位置から丁寧に廃棄された炉である可能性が高

いと考える。

　遺物は、住居西半部に、極少量が散在して出土した。

SB100

　W14grid に位置し、方形の基礎痕跡により、北東

部と南西部の床面を 2箇所破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.24

× 4.72m、深さ 0.16mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北側

壁と平行に配置される。炉は略円形を呈し、ボウル状

に掘りくぼめられ、床面中央よりやや北に位置する。

K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁中央に内接して確認

された。ベッド状遺構は長方形を呈し、南東隅に設置

されている。その長辺は東側壁に沿い、北辺は東側壁

の中点と一致する。

　遺物は、ベッド状遺構を除く床面に散在して出土し

ている。炉の南、ベッド状遺構の北西角付近に角礫片

が計 3点検出された。また、炉と K-pit を結ぶ軸線と

南側主柱穴の軸線との交点に炭化物が分布していた。

SB101

　V12grid に位置し、後世の耕作に伴う溝により南半

部を、地形の傾斜により南西隅を破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、6.32 × 4.92 ｍ、深さ

0.24mを測る。

　主柱穴は 3基が確認されているが、南東部にもう 1

基存在したと推測され、2× 2の 4基、4本柱建てで
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あったと考える。東側の 2基が、西側壁と平行に配

置される。炉は楕円形を呈し、皿状に掘りくぼめられ、

床面中央に位置する。

　遺物は、土器が炉を囲むように疎らに出土するが、

南側壁中央付近には集中箇所が見られた。

SB102

　L22grid に位置し、後世の撹乱により北西隅を破壊

されているが、北西隅の角部分は残存していた。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.10 × 5.20m、

深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、南 ･

東側壁に平行に配置される。炉は略円形を呈し、ボウ

ル状に掘りくぼめられ床面中央に位置する。また、南

側壁の中央に内接して不整形の K-pit が設けられてい

る。

　遺物は、土器の破片がわずかに床面上に散在し、ま

た、石器は炉の南東、西側壁中央、南側壁西よりに石

皿、磨石、砥石等を含む石器類がやや集中し、炉の南

側にヤリガンナが 1点出土した。

SB103

　V10grid に位置し、東側壁で SB104 を切り、また、

第 4周溝によりその南東隅を破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、6.10×4.65ｍ、深さ0.21m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、西側

壁に平行に配されている。炉は、楕円形を呈し床面中

央に位置し、皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、北東隅の柱穴に近接して土器片の集中箇所

があり、また、石器が東半部に散在して出土した。

SB104

　V10grid に位置し、南西隅を SB103 に切られ、南

東隅を第 4周溝によって破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

法量は、5.10 × 2.80m、深さ 0.11mを測る。

　主柱穴は 2基確認され、東側壁に平行に配置され

るが、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであった考

える。床面中央に炭化物の分布が認められ、地床炉を

備えていた可能性が高い。

　遺物は、周溝付近にわずかに石器の集中部分があっ

たのみで、土器片はほとんど出土していない。

SB105

　W9grid に位置するが調査区の南西隅にあたり、遺

構の西 ･南側壁は調査できなかった。

　主軸を北北東に採り、方形を呈していたと思われ、

現存の法量は、4.35 × 4.10m、深さ 0.13mを測る。

　柱穴、炉、K-pit 等の住居内施設は確認できなかった。

　遺物は、北西部に土器片、石皿が散在して出土した。

SB106

　V11grid に位置し、第 3周溝により東側壁から西

側壁にかけて弧帯状の範囲が破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、6.10× 4.35

ｍ、深さ 0.15mを測る。

　主柱穴は東側に 1基確認されたが、西側にもう 1

基を南側壁に平行になるように配置し、2基、2本柱

建てであったと考える。炉は、床面の中央からやや北

東に位置し、略円形を呈し浅く掘りくぼめられている。

また、西側壁にＬ字形のベッド状遺構が設けられてい

た。その長辺は西側壁に沿い、短辺は南側壁の中点ま

で延びる。

　遺物は床面の中央で集中的に出土したが、幅 50cm

を測る石皿を含む大型石器、磨石が多く、また、自然

礫も大量に出土した。

SB107

　T11grid に位置し、第 3周溝により西側壁から南側

壁にかけて、帯状に破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、5.75 ×

4.55m、深さ 0.27mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、北 ･

東側壁に平行に配置されている。炉は隅丸方形を呈し

床面中央に位置し、皿状に掘りくぼめられている。ま
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図 51　住居址実測図 (SB 100,101,102,103,104,105)
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た、南西隅を除く 3箇所に方形のベッド状遺構が設

けられていた。

　遺物は床面中央にはほとんどなく、北東、南西、南

東隅にわずかに出土しただけである。

SB108

　L23grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、7.10× 5.20m、深さ0.17m

を測る。

　主柱穴は 2基が確認され、2本柱建てで、側壁との

位置関係は認められない。炉は床面中央よりやや北側

に位置し、略円形の皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、床面の北東部で土器片が数点出土した。

SB109

　M21grid に位置し、北西隅の一部を溝により破壊

されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、7.10 × 5.2m、深さ 0.17m

を測る。

　主柱穴は 3基確認されるが、北西にもう 1基あり、

原状は 2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。

4基の主柱穴は全体的に北に設けられているが、南 ･

東側壁に平行に配置されている。炉は、床面中央より

やや北側に位置し、不整形の皿状に掘りくぼめられて

いる。

　遺物は、床面の南西部でわずかに出土した。

SB110

　N19grid に位置し、SB82 により北側壁の大半を切

られ、方形の基礎痕跡により、西側中央の床面を部分

的に破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出したが、炉、K-pit 等の住居内施設は確認されなかっ

た。法量は、5.10 × 4.95m、深さ 0.11mを測る。

主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、西側の

2基は東側壁に平行に配置されている。

　遺物は、北西隅の柱穴東側に幅 30㎝の石皿、磨石

があり、その横に並んでわずかに土器片が出土した。

SB111

　O21grid に位置している。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、6.95 ×

6.35m、深さ 0.31mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、南 ･

西側壁に平行に配置される。炉は、床面の中央よりや

や東側に位置し、略円形のボウル状に掘りくぼめられ

ている。また、西側壁にＬ字形、及び北東隅に、長辺

を東側壁に沿わせて長方形のベッド状遺構が設けられ

ていた。

　遺物は炉の東側、南側壁中央壁際に土器片が集中し、

炉の北西には幅 30cmの石皿が出土している。

SB112

P20grid に位置し、東西に走る試掘トレンチにより東

側壁から北側側壁のほとんど、北西隅を破壊されてい

るが、北東隅はわずかに残存する。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、3.95

× 3.90m、深さ 0.2mを測る。

　主柱穴は 3基確認されているが、北東隅の破壊部

分にもう 1基の存在が考えられ、4基、4本柱建てで

あったと考える。北･西側壁に平行に配置されている。

炉は床面中央より北東側に位置し、円形の皿状に掘り

くぼめられている。また、南東隅に、長辺を南側壁に

沿わせた、略方形のベッド状遺構が設けられていた。

　遺物は、炉の南西縁に接して大型石器、土器片がわ

ずかに散在して出土した。また、床面の北東部と南部

に炭化材がわずかに検出された。

SB113

　K16grid に位置し、その西側壁を SB90 により切ら

れ、東側壁を土壙等により破壊されている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、炉、K-pit、ベッ

ド状遺構を備えるが、主柱穴は確認できなかった。法

量は、4.45 × 4.10m、深さ 0.45mを測る。床面のほ

ぼ中央に皿状に掘りくぼめられた略円形の炉があり、

北西隅に長辺を西側壁に沿わせた、長方形のベッド状

遺構が設けられていた。
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図 52　住居址実測図 (SB 106,107,108,109,110,111)
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　遺物は、炉の南西部に土器片、石器類がわずかに散

在し、また、炉を囲むように炭化材、炉内から焼土も

検出された。

SB114

　L23grid に位置し、調査区の東端にあたり、その大

部分は調査されていない。北側壁で SB115 を切って

いる。

　主軸を北に採り、原状は正方形を呈していたと思わ

れ、現存の法量は、4.30 × 3.65m、深さ 0.52mを測る。

　柱穴、炉、K-pit 等の住居内施設は全く検出されな

かった。

　遺物はほとんど出土していない。

SB115

　L23grid に位置し、南側壁を SB114、東側壁を

SB116 に切られている。また、南東隅は調査区外の

ため未調査である。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し 3基の pit を検出

し、炉を備える。法量は、4.70 × 4.45m、深さ 0.29m

を測る。

　主柱穴は 3基確認されており、2基は西側壁に平行

に配置されている。調査区外にもう 1基あったと予

想され、原状は 4基、4柱建てであったと思われる。

炉は床面中央よりやや北側に位置し、楕円形の皿状に

掘りくぼめられている。

　遺物は、床面全域に土器片が疎らに分布していた他、

木炭、焼土が出土した。

SB116

　K24grid に位置し、南側壁で SB115 を切り、その

東側は調査区外のためほとんど未調査である。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、法量は、7.05 × 4.40m、深さ 0.28mを測る。

　主柱穴は 2基確認され、未調査の東側にもう 2基

あり、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであったと

考える。西側壁に平行に配置される。他の住居内施設

は、確認できなかった。

　遺物はわずかに土器片が出土した。

SB117

　K23grid に位置し、西側壁で SB98 を切り、南側壁

を SB99 に切られている。

　主軸を北北東に採り正方形を呈し、炉、K-pit を備

える。法量は、2.39 × 2.18m、深さ 0.30mを測る。

　主柱穴は、確認されていない。南北側壁の中軸上に、

北側壁際からほぼ等間隔に、床面中央に楕円形を呈し

皿状に掘りくぼめられている炉、略方形を呈し南側壁

に内接して K-pit が並んで確認された。

　遺物は、土器、石器、鉄製品も含み、床面東側に疎

らに出土しているが、K-pit 上部に土器片、石器が散

在して出土した。

SB118

　O7grid に位置し、SB119 を西側壁で切り、南側の

ほとんどは、削平で破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、5.40 × 2.50m、深さ 0.25mを

測る。

　主柱穴は北側に 2基確認されているが、本来は南

側にもう 2基存在し、4基、4本柱建てであったもの

と考える。炉は、柱穴の南側に位置し、方形を呈し皿

状に掘りくぼめられている。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB119

　O6grid に位置し東側壁を SB118 に切られ、北側壁

の壁際以外の大部分を、削平により破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈したと思われ、法量は

現存長で 4.45 × 1.25m、深さ 0.09mを測る。

　その北西隅にベッド状遺構の痕跡が認められる以

外、他の住居内施設は確認されなかった。

SB120

　O5grid に位置し、SB121、122 を切っている。また、

その南西隅を、若干削平により破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、4.15

× 3.85m、深さ 0.23mを測る。

　主柱穴は 3基確認され、南側壁に平行に配されて
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図 53　住居址実測図 (SB 112,113,114,115,116,118,119,120,121,122)
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いるが、北西隅にもう 1基あって、2× 2の 4基、4

本柱建てであったと考える。炉は床面中央に位置し、

略楕円形を呈し、皿状に掘りくぼめられていた。南側

壁の中央に、隅丸方形の K-pit が内接して設けられて

いる。また、北東隅及び南東隅にベッド状遺構が確認

された。　

　遺物は、炉の北・北西・南西部から西側壁の中央部

に集中して出土している。特に、石器は 40cmを測る

石皿が炉の北西に位置し、それに連なる西部には 15

～ 30cmの磨石等の石器類が集中して出土している。

SB121

　O5grid に位置し、南半部を SB122 により、その南

東隅を SB120 によって切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出したが、他の住居内施設は確認されなかった。法量

は、5.15 × 3.75m、深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は 4基確認され、2× 2 の 4 基、4 本柱建

てであり、西側の 2基が東側壁に平行に配置されて

いる。炉は確認されていないが、南西隅柱穴の北東部

に、0.56 × 0.45mの楕円形に焼土が検出され、地床

炉を備えていた可能性もある。

　遺物は床面全体に鉄片も含み土器片、石器類が散在

していた。

　なお、SB121 は整理の過程で鍛冶遺構であると判

断した遺構である。詳細は「11-5 二子塚遺跡出土の

鍛冶遺構と遺物」を参照されたい。

SB122

　O5grid に位置し、その大部分は SB120 により切ら

れているが、北側壁で SB121 の南半部を切り、南西

の一部が確認された。

　主軸を北西に採り、方形を呈していたものと思われ

るが、柱穴、炉等の住居内施設は全く確認できなかっ

た。法量は、3.10 × 2.45m、深さ 0.14mを測る。

　遺物はわずかに散在して出土した。

SB123

　N6grid に位置し、北西隅で SB124 の南東隅を僅か

に切っている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、K-pit、を備える。法量は、6.40 × 4.60 ｍ、

深さ 0.09mを測る。

　主柱穴は3基確認され、東側壁に沿って南北に2基、

炉のすぐ西側に 1基設けられている。西側の 1基は、

東側の 2基を南北に結ぶ軸線にほぼ直行する線上に

配置されている。炉は、床面中央よりやや東寄りに位

置し、楕円形の円錐状に掘りくぼめられている。炉の

南側では、南側壁に内接して隅丸方形の K-pit が確認

された。

　遺物は土器片がわずかに出土した。また、K-pit 内

から 30～ 15cmの石皿と自然礫が出土した。

SB124

　N5grid に位置し、SB123 に南東隅を切られている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、3.95×4.10ｍ、深さ0.16m

を測る。　

主柱穴は 2基確認され、北西隅と南東隅を結ぶ対角

線上にある。この他、北東隅と南西隅の対角線上に

も 2基あり、それぞれ東 ･西側壁に平行に配置され、

2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。炉は、

床面中央よりやや東側に位置し、円形を呈し皿状に掘

りくぼめられている。

　遺物は、炉内より土器片が数点出土した。

SB125

　N5grid に位置し、調査区の西端で検出された。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、2基の pit を検出

したが、他の住居内施設は確認されなかった。法量は、

3.60 × 3.25 ｍ、深さ 0.13mを測る。

　主柱穴は、北側に 2基だけ確認され、側壁との平

行関係はない。原状は、南側にもう 2基あり、東 ･

南側壁に平行になるように配置し、2× 2の 4基、4

本柱建てであったと推測できる。

　遺物は、南西隅に土器が集中して出土している。

SB126

　M6grid に位置している。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を
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図 54　住居址実測図 (SB 123,124,125,126,127,128,129,130,176)
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検出し、炉を備える。法量は、5.65 × 5.10 ｍ、深さ

0.11mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、側壁

との規則性は見られない。炉は、床面中央より南西側

に位置し、円形の皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は北東部と南東部の柱穴の付近に、数点まと

まって出土した。

SB127

　M4grid に位置し、調査区の西端にあたり、その西

半分は調査区外で未調査である。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出

し、未調査のため他の住居内施設は、確認できなかっ

た。法量は、3.85 × 2.10 ｍ、深さ 0.13mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであったと思

われ、確認された 2基は、東側壁に平行に配置され

ていた。

　遺物は、床面にほんのわずかに散在して出土した。

SB128

　K7grid に位置するが、この地点は西側の谷に向かっ

て傾斜が急になるところで、そのほとんどを削平によ

り破壊されていて、北半部が残存するのみである。

　主軸を北西に採り、長方形を呈すると思われるが、

1基の主柱穴を確認しただけで、他の住居内施設は確

認できなかった。法量は現存で、5.00 × 3.30m、深

さ 0.13mを測る。

　遺物は、出土していない。

SB129

　K8grid に位置し、北東部を SB130 に切られている。

また、後世の撹乱や削平により竪穴遺構の掘り込みは、

ほとんどプランの確認しかできなかった。

　主軸を北北東に採り正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は 2.23 × 2.06m、深さは北

西部隅で 0.07mを測る。

　主柱穴は、3基を確認したが、南西隅にもう 1基あ

り、2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。炉

は、床面中央に位置し、略円形の皿状に掘りくぼめら

れている。

　遺物は、北西部に集中し、中には 30cm を測る砥

石も出土している。

SB130

　K9grid に位置している。K8･9grid は全体的に後

世の撹乱や削平による破壊が著しいため、SB130 は、

北側壁と西側壁の一部を確認するにとどまり、法量の

測定も不可能だった。また、SB129･131･176 と切り

合い関係にあるが、その先後関係は、現場で明確にす

ることはできず、出土土器の検討による時期決定に頼

らざるを得ず、東側壁で SB131、西側壁で SB129 を

切り、南東隅を SB176 に切られていたと推測する。

　遺物は、プランの南側に小さな土器片が、少量出土

している。

　

SB131

　K9grid に位置し、南西隅を SB130 に、北東隅を

SB132、南東隅を SB176 によって切られている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出するが、他の住居内施設は確認できなかった。法

量は、5.94 × 4.36m、深さ 0.35mを測る。

　主柱穴は、北東隅と南西隅を結ぶ対角線上の 2基

を確認するが、原状は、北西 ･ 南東隅にも 1基づつ

あり、2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。

　遺物は、床面の北西、北東隅で数点の土器片が出土

した。

SB132

　K9grid に位置し、SB131 を切り、SB176 に南西隅

を切られる。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉等の住居内施設は、確認されなかった。法量は、5.08

× 4.50m、深さ 0.29mを測る。

　主柱穴は2基が確認されるが、原状は2×2の4基、

4本柱建てであったと思われる。東側壁に平行に配置

されている。

　遺物は、床面の南半部に疎らに散在して出土した。

また、南側の柱穴及び南東隅でわずかに木炭片が検出

された。

84



図 55　住居址実測図 (SB 131,132,133,134,135,136)
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SB133

　I8grid に位置し、西側壁を SB134 に、北西隅を

SB135 に切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.65 × 5.10m、

深さ 0.11mを測る。

　主柱穴は3基確認され、北側壁に平行に配置される。

原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、南西隅に西側

壁に平行になるようもう 1基設けられていたと考え

る。炉は、床面中央より南西に位置し、略円形を呈し

皿状に掘りくぼめられている。また、南側壁の西より

に略方形を呈する K-pit が内接して設けられる。

　遺物は、炉内に土器、炉のすぐ東に幅 25 ～ 30cm

の石皿や磨石、床面の南西部には土器を中心として、

集中して出土した。

SB134

　J8grid に位置し、東側壁で SB133 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出したが、他の住居内施設は確認されなかった。法量

は、6.20 × 4.55m、深さ 0.08mを測る。

　主柱穴は 2基確認され、2本柱建てで西側壁に平行

に配置されている。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB135

　I8grid に位置し、南東隅で SB133 を切っている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出するのみで、炉等の他の住居内施設は、確認され

ていない。法量は、5.10×4.45m、深さ0.08mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

壁に平行に配置される。

　遺物はほとんど出土していない。

SB136

　I7grid に位置し、SB135 の北西に隣接している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、4.95

× 3.90m、深さ 0.2mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てで、北側の 2

基が南側壁に平行に配置される。炉は床面中央よりや

や西よりに位置し、楕円形の皿状に掘りくぼめられて

いる。北東隅と南東隅にそれぞれ不整形のベッド状遺

構が設けられていた。北東隅の長辺は、北側壁の中点

にとどき、また、南東隅のベッド状遺構に西接して、

隅丸方形の K-pit が確認された。

　遺物は、南東隅の柱穴の東側に径 40cm を測る大

型の石皿（台石）が据えられ、その周辺に集中して土

器、石器が出土した。

SB137

　I6grid に位置するが、西半部は調査区外のため未調

査であり、東半部は、後世の破壊により北東隅と南半

部の一部が残っているだけである。

　主軸を北西に採り、長方形を呈したと思われ、法量

は、5.15 × 2.55m、深さ 0.05mを測る。柱穴、炉址

等の住居内施設は確認できなかった。

　遺物は、床の残存部分で数点出土したのみであった。

SB138

　H6grid に位置し、西半部は調査区外のため未調査

である。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈したと思われ、法

量は、5.35 × 3.70m、深さ 0.14mを測る。柱穴、炉

等の住居内施設は、確認できなかった。

　遺物は、北側壁際で土器片が出土した。

SB139

　G6grid に位置している。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、を備える。法量は、6.00 × 5.85m、

深さ 0.19mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、各側

壁に平行に配置される。炉は床面中央に位置し、円形

の皿状に掘りくぼめられている。また、南側壁の中央

に内接して正方形の K-pit が設けられていた。　

　遺物は、床面全域から疎らに出土したが、K-pit の

東縁に接して大型の土器片、K-pit 内より砥石状の礫

が出土した。
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図 56　住居址実測図 (SB 137,138,139,140,141,142,143,144,145)
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SB140

　G7grid に位置し、東側壁で SB141 と切り合うが、

先後関係は不明である。、南半部の一部を西側壁中央

から南東隅へ、後世の撹乱によって帯状に破壊されて

いる。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、1基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、4.70 × 3.45m、

深さ 0.05mを測る。

　主柱穴は、1基確認されているが、SB141と切り合っ

ていることや、後世の撹乱により破壊されているため、

正確な柱穴の数はわからないものの、原状は 2× 2

の 4基、4本柱建てであったと考える。炉は床面中央

に位置し、略円形を呈し円錐状に掘りくぼめられてい

る。また、南側壁の中央に、北東部を溝によって破壊

されているものの、隅丸方形の K-pit が内接して設け

られていた。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB141

　F7grid に位置し、西側壁で SB140 と切り合うが、

先後関係は不明である。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉、K-pit、を備える。法量は、4.50 × 3.50m、

深さ 0.05mを測る。

　主柱穴は、西側壁で SB140 と切りあうため、西列

の柱穴の所属に不明な点も多いが、おそらく主柱穴は

4基、4本柱建てであったと思われる。炉は床面中央

に位置し、略楕円形を呈し円錐状に掘りくぼめられて

いる。また、南側壁の中央に長方形の K-pit が内接し

て設けられていた。

　遺物は、SB140 と同様、ほとんど出土していない。

SB142

　F7grid に位置し、北西隅で SB143 を切っている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、4.30×3.15m、深さ0.23m

を測る。

　主柱穴は3基確認されるが、南東隅にもう1基あり、

原状は 2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。

東 ･西 ･ 南の 3側壁に平行に配置されている。炉は、

床面の中央に位置し、楕円形を呈しボウル状に掘りく

ぼめられていた。また、南側壁の西よりに略方形を呈

する K-pit が内接して設けられていた。

　遺物は、床面全体にまばらに土器片が散在し、数点、

K-pit 内にも入っていた。

SB143

　F7grid に位置し、南東隅を SB142 に切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、6.00 ×

5.25m、深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、東側

壁に平行に配置される。炉は床面中央よりやや西側に

位置し、略楕円形の円錐状状に掘りくぼめられている。

また、北側壁から西側壁にかけてＬ字形のベッド状遺

構を有する。ただし、その北東隅の状況は不明である。

　遺物は、炉の周辺に、土器片が数点出土しているだ

けである。

SB144

　E7grid に位置している。

　主軸を北に採り長方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、4.50×3.45m、深さ0.22m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本建てであり、東 ･ 南

側壁に平行に配置されている。炉は床面中央よりやや

西側に位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられて

いる。また、南側壁のほぼ中央に方形の K-pit が内接

して設けられていた。

　遺物は、出土していない。

SB145

　F8grid に位置している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、法量は、4.55

× 2.65m、深さ 0.13mを測るが、柱穴、炉等の住居

内施設は確認されず、遺物も出土しなかった。

SB146

　F8grid に位置し、その南半部を SB147 によって切

られている。
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図 57　住居址実測図 (SB 146,147,148,149,150,151)
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　主軸を北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.85×3.60ｍ、深さ0.08m

を測る。

　主柱穴は 3基確認されているが、SB147 に切られ

ている部分に、もう 1基を西側壁に平行になるよう

配置したと推測され、2× 2の 4基、4本柱建てであっ

たものと考える。炉は床面のほぼ中央に位置し、略円

形を呈し皿状に掘りくぼめられていた。

　遺物は、炉の北西部に数点の土器片と、鉄器が 1

点出土している。

SB147

　F8grid に位置し、北東隅で SB146 の南半部を切っ

ている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、5基の pit を

検出し、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.35

× 4.75m、深さ 0.11mを測る。

　主柱穴は4基確認され、2×2の4基、4本柱建てで、

南側壁に平行に配置されている。南半部の東西に並ぶ

柱穴のあいだに、瓢箪形で深いピットが検出されたが、

その機能は不明である。K-pit は半円形を呈し、南側

壁中央からやや西寄りの位置で、南側壁に内接して設

けられていた。なお、南東隅に長方形のベッド状遺構

が確認された。

　遺物は、ベッド状遺構周辺を除いた東半部、柱穴の

東部と、いくつかの集中域を作って土器が出土してい

る。また、西側壁中央に所謂、免田式土器の 1個体

分の土器が出土している。

SB148

　H12grid に位置している。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.45 × 3.70 ｍ、深さ 0.3m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、南側壁に平行に

配置される。炉は 2本の主柱穴に挟まれて、略円形

を呈し皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、石器 2点、土器片数点が出土した。また、

青銅鏡破片が出土した。

SB149

　F9grid に位置し、北東部は後世の撹乱で破壊され

ている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、1基の pit を検出

し、ベッド状遺構を備える。法量は、4.35 × 3.50m、

深さ 0.27mを測る。

　主柱穴は 1基確認されるが、南 ･北側壁と平行に

もう 1基を配置し、2基、2本柱建てであったと考え

る。北東隅には長方形のベッド状遺構が設けられてい

たとうかがえるが、そのほとんどは削平され破壊され

ている。

　遺物は、石器、鉄器が各 2点出土したのみである。

SB150

　E8grid に位置し、北東の一部を撹乱によって破壊

されている。環壕までの距離が約 17mであり、環壕

に接近した住居である。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、3基の pit を検出

し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、7.03

× 6.70m、深さ 0.43mを測る。

　主柱穴は 3基確認でき、北側壁に平行に配置され

ているが、原状は北西隅にもう 1基あり、4基、4本

柱建てであったと考える。炉は、床面中央よりやや北

西側に位置し、略円形を呈し皿状に掘りくぼめられて

いた。なお、炉の 2mほど南にある、南西柱穴周辺と

その北側に、顕著な焼土の固まりが 5箇所確認され

ている。K-pit は、南側壁中央よりやや西側に略方形

を呈し内接して確認された。また、東側壁から南側壁

に沿って L字形のベッド状遺構が設けられている。

　遺物は、ほとんどが大型石器や鉄製品で、K-pit の

北西から北部より出土している。例外的に、幅 30cm

の石皿片が、北西隅に据えられていた。

SB151

　E9grid に位置している。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、4.78 × 3.80 ｍ、深さ

0.5mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、東側

の 2基は東 ･西側壁に平行に配置されている。炉は、
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図 58　住居址実測図 (SB 152,153,154,155,156,157)
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床面の中央より北西にやや偏って位置し、略楕円形を

呈し皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、土器の小片が南東部でわずかに出土した。

SB152

　D10grid に位置し、北側壁は北西隅を残して、幅約

1.5mの撹乱により破壊されている。環壕までの距離

は約 5ｍであり、調査区の西側では最も環壕に接近

した住居である。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、6.22×4.80ｍ、深さ0.32m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、南側壁に平行に

配置されている。炉は、2基の主柱穴に挟まれるよう

に、床面中央に位置し、略円形を呈し皿状に浅く掘り

くぼめられている。また、南側壁のほぼ中央に内接し

て略円形の K-pit が設けられている。

　遺物は、炉を中心に大量の土器が出土している。特

に、西から北西部はかなりの密度を持っているが、そ

れに比べ、南西部は疎らであった。

SB153

　E11grid に位置し、その南側壁で SB154 を切って

いる。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、7基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、4.72×4.70m、深さ0.5mを測る。

　主柱穴は、原状は 2× 2の 4基、4本柱建てであっ

たと考えるが、2基が確認され、北側壁に平行に配さ

れている。炉は床面中央より西側へ寄って位置し、お

およそ瓢箪型を呈し、皿状に掘りくぼめられた底部西

端に pit を掘り込む、二段構造を持つ。

　遺物は、床面の南西部に土器片と石器が散在してい

た他に、炉の周辺に多量の鉄製品（鉄片）が出土した。

　このことから、SB153 は調査の過程で鍛冶遺構で

あると判断した遺構である。詳細は「11-5 二子塚遺

跡出土の鍛冶遺構と遺物」を参照されたい。

SB154

　E11grid に位置し、北側壁を SB153 の南側壁に切

られている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、16 基の pit

を検出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、

6.24 × 5.84 ｍ、深さ 0.43mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、西側

壁に平行に配置されている。北東隅の柱穴は、建て直

しが行われたためか、あるいは支柱か判断できないも

のの、隣接して 2基の柱穴が認められる。炉は床面

中央に位置し、不整形を呈し、大型の皿状に掘りくぼ

められている。また、南側壁の中央部に内接して長方

形の K-pit が確認され、その北西にも略円形の浅い土

壙が認められた。北西隅には長方形のベッド状遺構が

ある。　

　遺物は、鉄製品を数点含み、床面全域に疎らに出土

している。

SB155

　F10grid に位置し、遺構の北西隅、中央、南東隅の

3箇所を後世の撹乱によって、幅 0.5 ～ 0･7mの帯状

に破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.42

× 5.38 ｍ、深さ 0.18mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、北側

壁に平行に配置されている。炉は床面中央に位置し、

楕円形の皿状に掘りくぼめられている。南側壁中央に

内接して、隅丸方形の K-pit が設けられている。また、

北西隅と南西隅とには、それぞれ長方形、Ｌ字形のベッ

ド状遺構が設けられている。

　遺物は、土器を中心に炉の南東と北西部に集中し

て出土し、また、K-pit の東 ･ 西の縁に幅 25～ 30cm

の石が置かれていた。

SB156

　G9grid に位置し、南東隅で SB157 の北西隅を切り、

北側壁の東寄りから南側壁の中央にかけて、後世の撹

乱により帯状に破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、6基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、5.00 ×

5.00m、深さ 0.25mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、南側壁に
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図 59　住居址実測図 (SB 158,159,160,161,162,163)

93



平行に配置される。炉は床面中央に位置し、略楕円形

の皿状に掘りくぼめられていたが、撹乱による破壊の

ため、西側の一部が残るに過ぎない。ベッド状遺構は

北側壁に沿って長方形に設けられていた。

　遺物は、南半部にのみ出土し、南西部に土器片の集

中箇所がみられた。

SB157

　G9grid に位置し、北西隅を SB156 に切られ、北東

隅から南側壁西側にかけて、後世の撹乱により帯状に

破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、ベッド状遺構を備える。法量は、5.92 × 4.70m、

深さ 0.23mを測る。

　主柱穴は 2基確認されるが、SB156 に切られてい

る部分や撹乱によって破壊されている部分にもう 2

基あり、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであった

と考え、炉の存在も推測できる。北東隅にはベッド状

遺構の一部が残っていた。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB158

　G9grid に位置し、後世の撹乱により、北東 ･南西

隅を含めて縞状に破壊されている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、4.62 × 4.50m、深さ 0.23mを

測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、南 ･

北側壁に平行に配置されている。炉は、床面中央より

やや西側に位置し、堀込みをもたず楕円形に焼土のみ

が堆積した、地床炉を確認した。

　遺物は、出土していない。

SB159

　G10grid に位置し、南北に 2本、東西に 1本走る

後世の溝により破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

K-pit を備える。法量は、5.96 × 5.06m、深さ 0.14m

を測る。

　広範な撹乱のため、主柱穴は 1 基と、側壁中央

よりやや西側に内接して、方形を呈すると思われる

K-pit を確認しただけで、柱穴の数 ･並びや他の住居

内施設については不明である。

　遺物は西側壁に接近して、土器片が集中して出土し

ていた。

SB160

　G11grid に位置し、南西隅を撹乱によって破壊され

ている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、炉を備える。法

量は、4.68 × 3.14m、深さ 0.22mを測る。

　床面中央に、円形の皿状に掘りくぼめられた炉が確

認された以外、他の住居内施設は確認できなかった。

　遺物は、炉の北西に土器片が多く集中し、南東隅を

除いて疎らではあるが全域から出土している。

SB161

　H11grid に位置し、後世の削平により北側壁付近を

破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈しているが、原状は

正方形に近い形態であったと思われる。炉、K-pit、ベッ

ド状遺構を備える。法量は、5.20×4.28m、深さ0.12m

を測る。

　主柱穴は確認されず、床面の中央に浅く掘りくぼめ

られた、楕円形の炉が確認された。K-pit は南側壁の

中央に円形を呈し、側壁に隣接して設けられていた。

また、北西隅には、長方形のベッド状遺構があった。

　遺物は、炉内と南西部中央に据えられた状態で大型

の石皿が出土し、東側壁前面に土器片の集中域が確認

された。それ以外ではわずかに散在している状態で

あった。

　なお、南西、南東部において、炉の方向に向かって

倒れたと推定される炭化材が検出された。

SB162

　I10grid に位置し、SB163 の南東隅、SB166 の北西

隅を切っている。

　主軸を西に採り、正方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、4.64×4.04m、深さ0.12m

を測る。
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図 60　住居址実測図 (SB 164,165,166,167,168,169)
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　主柱穴は 3基確認されているが、北東隅にもう 1

基設けられ、原状は 2 × 2 の 4 基、4 本柱建てで、

北側壁に平行に配置されていたと考える。炉は、床面

中央に略円形を呈し、皿状に掘りくぼめられていた。

また、東側壁の中央と推定される付近に、楕円形の

K-pit が設けられていた。

　遺物は、炉の南西部に土器片が集中して出土してい

る。

SB163

　H10grid に位置し、南東隅を SB162、西側壁を

SB164 に切られる。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.50 × 4.40m、深さ 0.1m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、側壁との

関係性は見られない。炉は床面中央に位置し、略楕円

形のボウル状に掘りくぼめられている。

　遺物は、炉の周囲に鉄製品、土器片が散在して出土

していた。

SB164

　I9grid に位置し、東側壁で SB163 を切り、南側壁

を SB165 に切られている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、1基の pit を

検出した。法量は、4.04×3.08m、深さ0.24mを測る。

　主柱穴は 1基確認できたが、全体的に削平を受け、

遺構の輪郭がわずかに確認できる状態であったため、

柱穴の数、配置等は不明で、他の住居内施設も確認で

きなかった。

　遺物は、土器片が少量出土している。

SB165

　I9grid に位置し、北側壁で SB164 を切っている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、K-pit、溝を備える。法量は、6.88× 5.30m、

深さ 0.11mを測る。

　主柱穴は 3基を確認し、原状は、北西隅にもう 1

基あり、2× 2の 4基、4本柱建てであったと考える。

北側壁に平行に配置する。炉は、床面中央よりやや西

側に位置し、円形を呈しボウル状に掘りくぼめられて

いる。K-pit は、南側壁中央より西側に略方形を呈し

内接して設けられていた。また、北東隅から東側壁際

に沿って溝が確認された。

　遺物は、炉の南東部に土器片がまとまって出土して

いるが、それ以外には出土していない。ただ、炭化材

が数箇所で炉方向を指向して、検出された。

SB166

　I10grid に位置し、北西隅をSB162に切られている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、K-pit、ベッド状遺構、溝を備える。法量は、

6.00 × 5.20m、深さ 0.21mを測る。

　主柱穴は 3基確認され、原状は南東隅にもう 1基

を東 ･南側壁に平行になる位置に設け、2× 2の 4基、

4本柱建てであったと考える。炉は、床面中央に位置

し、略楕円形を呈し、浅い円錐状に掘りくぼめられて

いる。炉の東には、0.25 × 0.65mの範囲に焼土が検

出された。

　K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁のほぼ中央に内接

して設けられている。また、北西隅、東側壁に沿っ

て、長方形のベッド状遺構を設けている。西側壁の中

央付近には、北西隅から造られているベッド状遺構に

連続して、浅い方形の掘り込みが検出されている。東

側壁に沿った長方形のベッド状遺構の西側南半部に

は、ベッド状遺構のほぼ半分の長さの溝が設けられて

いた。

　遺物は、炉の周囲から炉と K-pit の間に土器が集中

し、石器は幅 40cm を測る大型の石皿が北西部に据

えられ、全域に磨石等が点在して出土した。

SB167

　I11grid に位置し、東側壁の一部を後世の掘削によ

り破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、4.70

× 4.10m、深さ 0.22mを測る。

　主柱穴は 3基確認され、西側壁に平行に配置され

ているが、掘削部分にも 1基あったことが推測され

るため、原状は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであった
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図 61　住居址実測図 (SB 170,171,172,173,174,175,177,178,179)
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と考える。炉は床面中央に位置し、略円形の皿状に掘

りくぼめられている。K-pit は、南側壁のほぼ中央部

に長方形を呈し、内接して確認されている。なお南東

隅には、北辺は撹乱により破壊されているが、長方形

を呈するベッド状遺構が設けられている。南東主柱穴

は、このベッド状遺構の上面から、穿たれている。　

　遺物は、床面全体に土器片や磨石等が、点在するか

たちで出土している。

SB168

　I11grid に位置し、南西隅で SB169、南東隅で

SB227 を切っている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、1基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、5.28 ×

4.40m、深さ 0.2mを測る。

　主柱穴は 1基確認されているが、炉の南側にもう 1

基あり、原状は 2基、2本柱建てであったと考える。

炉は、床面中央からやや西寄りに位置し、円形の皿状

に掘りくぼめられている。また、北西隅には、長辺を

西側壁に接する長方形のベッド状遺構が設けられてい

る。

　遺物は、東側壁のやや北沿いに完形の壺が 3個体、

南西部に 40cm を測る石皿が出土しているほか、炉

の東側から南へ囲むように、また、西側壁の南側に、

比較的大きな土器片が出土している。

SB169

　I11grid に位置し、東側壁の一部で SB227 を切り、

南西隅を SB171、北東隅を SB168、南東隅を SB204

に切られている。また、北西隅の一部を撹乱によって

破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、法量は、7.44

× 5.24m、深さ 0.13mを測る。

　柱穴、炉等の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、小さな土器片がわずかに散在していた。

SB170

　J12grid に位置し、北側壁で SB171、北東隅で

SB204 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.42

× 4.75m、深さ 0.65mを測る。　

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、南 ･北側壁に平

行に配置されている。炉は、床面中央に位置し、略円

形を呈し浅く皿状に掘りくぼめられている。K-pit は、

南側壁中央に隅丸方形を呈し、内接して設けられてい

た。また、北西隅には長辺を西側壁にとり、長方形の

ベッド状遺構が設けられている。

　遺物は、北東隅をのぞいた床面全域に出土している。

炉を挟んだ北東側には、20cm大の磨石等、南西側に

は、30cmを測る石皿や土器片、また、北側壁の西寄

りの壁際、ベッド状遺構には、25cmの石皿が据えて

あった。K-pit の中からも石器が 1点出土している。

SB171

　I12grid に位置し、北東隅で SB169 を切り、南半

部を SB170、東側壁を SB204 に切られている。

　主軸を北西に採り、方形を呈し、法量は、5.58 ×

2.66m、深さ 0.32mを測る。

　主柱穴が 1基確認されたが、南側の大半を SB170

に切られているため、柱穴の数、他の住居内施設につ

いては不明である。　

　遺物は、西側壁に沿って土器片、石器類がわずかに

出土している。

SB172

　J11grid に位置している。

　主軸を東北東に採り、長方形を呈し、1基の pit を

検出し、法量は、5.62 × 4.00m、深さ 0.17mを測る。

　主柱穴が遺構中央よりやや東側に 1基確認された

のみで、他の住居内施設は確認できなかった。

　遺物は、磨石、砥石、鉄製品が各 1点づつ出土した。

SB173

　K11grid に位置し、東側壁で SB174 を切っている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、炉を備える。

法量は、4.83 × 4.02m、深さ 0.16mを測る。

主柱穴は確認できず、床面中央よりやや北側に略楕円

形を呈し、皿状に掘りくぼめられた炉のみ確認され、

他の住居内施設は確認できなかった。

98



図 62　住居址実測図 (SB 180,181,182,183,184,185)
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　遺物は、西半部で比較的大きい土器片がまとまりを

もって出土した。南東部の壁際に、40cmを超える大

型の砥石が１点、北西部で磨石等が数点出土した。

SB174

　K11grid に位置し、西側壁を SB173 に、東半部を

SB175 により切られている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、ベッド状遺構

を備える。法量は、5.18×2.70m、深さ0.41mを測る。

　大半を SB175 に切られているため、南西隅に方形

のベッド状遺構が確認されているのみで、その他の住

居内施設は確認できなかった。

　遺物は、南北の壁際で数点出土しただけであった。

SB175

　J11grid に位置し、西側壁で SB174 を、南東隅で

SB202 を切っている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.00 × 5.42m、

深さ 0.42mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、南側

の 2基が北側壁に平行に配置されている。炉は床面

中央に位置し、楕円形の皿状に掘りくぼめられている。

南側壁の西寄りに内接して、やや大型で隅丸長方形の

K-pit が設けられていた。

　遺物は、南西部に集中して土器片が出土している。

北東隅には、幅 35cmの石皿が据えられていた。

SB176

K9grid に位置する。SB130 の南東、SB131 の南側で

切り合い関係にあるが、後世の撹乱や削平が著しく、

その先後関係は不明である。

　主軸を北に採り、長方形を呈していたと推測される

が、著しい削平のため一部のプランしか確認できず、

法量は 4.13 × 3.96m、深さは不明である。

　住居内施設は不明である。

　遺物は、隣接する SB130 の遺物との区別をつけ難

く、その出土量も少ない状態で、土器片が疎らに出土

している。

SB177

　O13grid に位置し、南西隅を SB30 に切られている。

西半部で SB178 と切り合うが、その先後関係は不明

である。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、4.64 × 4.03m、深さ 0.14mを

測る。

　3基の pit が検出されているが、主柱穴とは確認さ

れず、他の住居内施設も確認できなかった。炉は、床

面中央よりやや北側に位置し、略円形のボウル状に掘

りくぼめられている。

　遺物は、土器片は極少量が出土し、炉の南東に 10

～ 18cm大の焼礫が 10個ほど転がって出土した。ま

た、その周辺から、少量の炭化材も検出されている。

SB178

　N12grid に位置し、SB30 に南隅を切られている。

SB177 に南東側壁、SB179 に北西側壁で切り合い関

係にあるが、先後関係は不明である。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、3基の pit を検

出している。法量は、7.56 × 6.40m、深さ 0.10mを

測る。

　主柱穴は、3基確認されるが、南東隅にもう 1基あ

り、原状は2×2の4基、4本柱建てであったと考える。

南 ･西側壁に平行に配置される。その他の住居内施設

は不明である。

　遺物は、SB179 と切りあう西半部に出土するが、

SB179 との先後関係がはっきりしないため、どちら

の遺構に属する遺物であるか不明である。幅 25㎝を

測る石皿片も含んでいた。

SB179

　N12grid に位置し、SB178 と切り合い、SB30 に南

東隅を切られている。

　が、SB178 との先後関係は不明である。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、1基の pit を検

出する。法量は、4.11 × 4.10m、深さ 0.19mを測る。

　1基の pit を検出するが、主柱穴とは確認できず、

他の住居内施設も不明である。

　遺物は、SB178 の項で述べたとおりである。
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図 63　住居址実測図 (SB 186,187,188,189,190,191)
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SB180

　O14grid に位置し、北東隅を SB181 に切られてい

る。また、古代の掘立柱建物の柱穴で、床面を部分的

に破壊されている。

　主軸を北北東に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、5.30 × 5.10m、深さ

0.16mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、各側

壁に平行に配置されている。炉は床面の中央に位置し、

略楕円形の皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、石器類の砥石、磨石を含んで、疎らに数点、

土器片も出土した。

SB181

　N14grid に位置し、南西隅で SB180 を切っている。

　主軸を北に採り、長方形を呈している。法量は、5.20

× 4.42m、深さ 0.13mを測る。

　柱穴、炉、ベッド状遺構等の住居内施設は確認され

なかった。

　遺物は、土器片が南半部でわずかに出土したほかは、

南西部に炭化材が数点検出された。

SB182

　N14grid に位置している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.00 × 4.24m、

深さ 0.08mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、南 ･ 西側

壁に平行に配置されている。炉は床面中央のやや西寄

りに位置し、略円形の皿状に掘りくぼめられている。

また、南側壁の中央には、内接して隅丸長方形を呈す

る K-pit が設けられている。

　遺物は、炉と K-pit の間で土器片がわずかに出土し、

また、炉の東側で磨石が１点出土した。

SB183

　N15grid に位置し、南北側壁及び床面は古代の掘立

柱建物の柱穴と、現代の建物のコンクリート基礎に

よって、方形の列状に破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、1基の pit を検

出し、K-pit を備える。法量は、6.22 × 5.02m、深さ

0.2mを測る。

　主柱穴は 1基確認されているが、後世に破壊され

た東側にもう 1基あった可能性が高く、2本柱建てで

あったと考える。炉は不明である。K-pit は、南側壁

の中央に長方形を呈し、内接して設けられていた。

　遺物は、主柱穴と西側壁の間と南東部に、比較的大

きな土器片が集中して出土した。

SB184

　N14grid に位置し、北西部で SB185 を切っている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

K-pit を備える。法量は、5.42 × 4.30 ｍ、深さ 0.23m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、南側壁に平行に配置

されている。炉は不明である。K-pit は略方形を呈し、

南側壁中央よりやや西に内接して設けられている。

　遺物は、SB185 に切られた部分を除き、土器片が

散在し、南側壁の K-pit 周辺では大型の石皿が 2点出

土した。また、K-pit 周辺、SB185 に切られている床

面中央付近では、炭化した板材、柱材が出土した。

SB185

　M14grid に位置し、南東部を SB184 に、南西隅を

SB186 に切られている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉、K-pit を備える。法量は、6.68 × 5.44m、深さ 0.3m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、北側

壁に平行に配置されている。炉は床面中央に主柱穴に

挟まれるように位置し、円形の浅い皿状に掘りくぼめ

られている。K-pit は、南側壁からやや離れて長方形

を呈して設けられている。　

　遺物は、南東部を除き、炉を中心に比較的大きな土

器片がまとまりをもって出土し、石器も磨石等、数点

出土している。

SB186

　N14grid に位置し、その南東隅を SB185 に切られ

ている。
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図 64　住居址実測図 (SB 192,193,194,195,196,197)
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　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、7.32× 4.54m、深さ0.23m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、側壁との規則性は見

られない。炉は、南側の主柱穴の東に位置し、円形の

皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、北半部に偏って出土している。また、炉の

南西には焼土が検出されている。

SB187

　M13grid に位置し、東側壁の大部分を SB188 によ

り切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、法量は、5.65

× 4.50m、深さ 0.17mを測る。

　主柱穴、炉等の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、石器、鉄製品の数点が出土している。

SB188

　M13grid に位置し、西側壁で SB187 を切り、北東

隅を SB189 により切られている。また、北西隅は撹

乱によって破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.00 × 5.90m、

深さ 0.25mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てで、北側壁を

除く 3側壁に平行に配置されている。炉は床面中央

に位置し、略楕円形の皿状に掘りくぼめられている。

また、K-pit は南側壁中央に、楕円形を呈し内接して

設けられている。

　遺物は、炉の周辺に幅 40cm を測る大型石器を含

む石器群があり、土器は、わずかに散在して出土した。

北、西、南側壁の壁際に、炉の方向を向いた炭化材が

出土し、また、同じ方向性を持って焼土の塊も検出さ

れている。

SB189

　M14grid に位置し、南西隅で SB188 を切り、東側

壁を SB190 により切られている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.40 × 3.95m、

深さ 0.36mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、南側壁に平行に

配置されている。炉は、床面中央よりやや西側に主柱

穴に挟まれて位置し、略三角形のボウル状に掘りくぼ

められている。また、K-pit は略方形を呈し、炉の南、

南側壁中央よりやや西側に内接して設けられていた。

　遺物は、炉の南側と東側に、土器片、石器が散在し

て出土している。

SB190

　L14grid に位置し、西側壁で SB189 を切り、古代

の掘立柱建物の柱穴で、南東隅と床面中央の一部を破

壊されている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、K-pit を備える。法量は、6.65 × 6.40m、深

さ 0.38mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、南側

壁を除く 3側壁に平行に配置されている。炉は通常

設けられる床面中央が後世の pit により破壊されてい

るものの、本来設置されていなかった可能性が高い。

また、K-pit は、南側壁中央に略円形を呈し、内接し

て設けられていた。

　遺物は、K-pit 内に幅 30cm を測る石皿が 1個据え

られ、東側には比較的大きな土器片が、床面中央周辺

にも磨石や砥石の石器、土器片がまとまりをもって出

土している。西側壁際北部には、炭化材が数点、出土

している。

SB191

　M15grid に位置し、西側壁付近の床面の一部を、

古代の掘立柱建物の柱穴により破壊されている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.30 × 4.60m、

深さ 0.37mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、北側壁に平行に

配置されている。炉は床面中央に位置し、円形の皿状

に掘りくぼめられている。また、K-pit は南側壁の中

央に内接して、不整形を呈し 2段掘りの構造を持っ

て設けられていた。　

　遺物は、K-pit 内から砥石と土器片が出土し、完形
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図 65　住居址実測図 (SB 198,199,200,201,202,203,204)
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の脚付甕や鉄製のヤリガンナも出土しているが、量は

少ない。

SB192

　L15grid に位置し、北東隅を SB193 に切られる。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、6基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.90

× 4.50m、深さ 0.48mを測る。

　主柱穴は 6基あり、北、東側壁に平行に配置される。

炉は、床面中央よりやや北側に位置し、ボウル状に掘

りくぼめられている。南側壁の中央に内接して、略方

形の K-pit を備える。東側壁、北西、南西隅には長方

形のベッド状遺構を設けている。

　遺物は、東側ベッド状遺構の上を除いて、炉や柱穴

の上も覆うようにびっしりと、土器片を中心に磨石や

石皿も含んで出土している。

SB193

　L14grid に位置し、SB192 の北西隅を切り、SB194

により西側壁を切られている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉、K-pit を備える。法量は、6.20× 4.30ｍ、深さ0.3m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てと見るが、住居拡張の結

果、東側壁際に支柱穴を 1基設け、3本柱建てとし、

北側壁に平行に配置している。炉は床面中央に焼土が

円形に広がり、掘り込みをもたない地床炉であったと

考える。南側壁中央よりやや西側に、長方形を呈し東

が高く西が低い 2段掘りの構造をもつ、K-pit が内接

して設けられている。

　遺物は、炉を中心に南西部から東側に土器片の集中

をつくり、出土している。K-pit の北西縁に幅 40cm

の砥石が据えられていた。また、床面の中央へ向かっ

て、幅 8cm、最長のものは長さ 70cm の炭化材が、

北側壁際に集中して出土している。

SB194

　L14grid に位置し、東側壁で SB193 を、西側壁で

SB195 を切っている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出し、

炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.65×5.60

ｍ、深さ 0.36mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、南 ･

東側壁に平行に配置される。炉は床面のほぼ中央に位

置し、略円形の皿状に掘りくぼめられている。なお、

隅丸長方形の K-pit が、南側壁中央に内接して確認さ

れた。また、北東隅には方形のベッド状遺構が設けら

れている。

　遺物は、炉の南西側を中心に石器、土器片が出土し

ている。石器は、幅 20cm をこえる石皿、磨石等が

西側壁の中央に集中するが、全域に点在して出土して

いる。

SB195

　K13gridに位置し、SB196の北東隅をわずかに切り、

東側壁を SB194 に切られる。また、北西隅を撹乱に

より破壊されている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.20 × 5.00m、

深さ 0.25mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、側壁との規則性

はみられない。炉は、床面中央に位置し、楕円形のボ

ウル状に掘りくぼめられている。また、南側壁中央に

は、内接して略方形の K-pit が設けられている。

　遺物は、K-pit の西側には15～30cmの礫が点在し、

鉄製品が 3点、土器片がわずかに出土している。

SB196

　L13grid に位置し、北東隅を SB195 に、北西隅を

SB197 により切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.20× 3.90m、深さ0.34m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本建てであり、南側壁に平行に配

置される。炉は、床面中央よりやや東寄りに位置し、

略楕円形の浅い皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、北側壁西側の壁際と、炉の南西に、幅

30cmを測る礫が据えられていた他は、南側壁中央付

近に、土器片がわずかに散在して出土した。
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SB197

　L13grid に位置し、SB196 を南東隅で切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.95

× 4.65m、深さ 0.32mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、南側壁に平行に

配置される。炉は床面中央よりやや北寄りに位置し、

不整形の皿状に掘りくぼめられている。南側壁の中央

には、隅丸方形の K-pit を内接して設けている。また、

西側壁はＬ字形、南東隅には長方形のベッド状遺構が

設けられている。

　遺物は、床面の西側に多く出土し、そのピークは東

西のベッド状遺構の西側縁辺部にある。なかでも、北

西隅の壁際には、幅 35cm の三角形の石皿が据えら

れていた。

SB198

　M12grid に位置し、北側壁で SB199 を切っている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.75 × 4.60m、

深さ 0.44mを測る。

　柱穴は 2基確認されているが、北西と南東に各 1

基づつあり、原状は、2× 2の 4基、4本柱建てであっ

たと考える。炉は床面中央に位置し、円形のボウル状

に掘りくぼめられている。南側壁の中央には、内接し

て隅丸方形の K-pit を設けている。

　遺物は、K-pit の北西に幅 40cm の石皿が据えてあ

り、土器片が西半部に点在するくらいであった。

SB199

　L12grid に位置し、南側壁を SB198 に切られ、東

側壁は後世の削平により破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.60 × 5.30 ｍ、

深さ 0.44mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、北 ･

西側壁に平行に配置される。炉は床面の中央に位置し、

略楕円形のボウル状に掘りくぼめられている。また、

南側壁の中央には、正方形の K-pit が内接して設けら

れている。

　遺物は、炉と南北の側壁の間に疎らに出土している。

また、炭化した板材と木材も数箇所に出土している。

SB200

　L12grid に位置する。

　主軸を北に採り、方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、4.85 × 3.70m、深さ 0.23mを

測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、東側壁に平行に配置

される。炉は、床面中央よりやや南東寄りに位置し、

円錐状に掘り込まれている。炉の平面形は不整形を呈

し、その深さは 26cm を測り、急傾斜の壁面と尖底

に近い底部から構成されている。

　遺物は、炉の周辺に集中して出土している。炉の北

西部及び北柱穴付近では大型石器が出土し、北西隅で

は炭化材及び木炭粒の分布が確認された。

SB201

　K12grid に位置し、東側壁の一部をトレンチにより

破壊されている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、ベッド状遺構を備

える。法量は、4.45 × 4.10m、深さ 0.38mを測る。

　北東隅に原状は、長方形であったと思われる、ベッ

ド状遺構が確認されたが、その他の住居内施設は確認

されなかった。

　遺物は、ベッド状遺構の南端部にわずかに土器片が

出土している。

SB202

　K12grid に位置し、SB175 に北西隅を、SB203 に

北東隅から東側壁を切られる。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、4基の pit を検出

した。法量は、6.70 × 5.75m、深さ 0.28mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西 ･

南側壁と平行に配置される。

　炉、ベッド状遺構等は確認していない。

　遺物は、西半部の壁際、柱穴周辺と土器片がまとま

りをもって出土しているほか、焼土の固まりが北西、

南西部に検出された。
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SB203

　J12grid に位置し、西側壁で SB202 を、南東隅で

SB205 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、7.25

× 4.50m、深さ 0.42mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東側

壁に平行に配置される。炉は、床面中央に位置し、隅

丸方形の皿状に掘りくぼめられていた。K-pit は、南

側壁のほぼ中央に内接して隅丸方形を呈して設けられ

ている。また、北西隅に略方形のベッド状遺構が確認

された。

　遺物は、床面全域から出土するが、南東 ･ 南西主

柱穴周辺に集中し、北東主柱穴を除く 3柱穴のうち、

南側壁に並行する 2基には、柱穴内に土器片が投げ

入れられ、北西柱穴と南西柱穴は、その土器片の下に

15cm大の根固め石が、それぞれ据えられていた。

SB204

　I12grid に位置し、北側壁の大部分から西半部 ･南

西隅にかけて、SB169、170、171、227 と切り合い

関係にあり、原状の半分以上を失っている。それぞ

れの遺構との先後関係は、整理時の土器の検討から

SB227、169、171 を切り、SB170 に切られていた

と考える。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、3基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、6.60 × 5.30m、深さ 0.39mを

測る。

　主柱穴は、炉を挟んでいる 2基と思われ、2本柱建

てであったと考える。炉は、床面のやや南よりに位置

し、略円形で皿状に掘りくぼめられている。炉中から

は、少量の焼土が検出された。

　遺物は、砥石、台石が炉付近に出土した。

SB205

　J13grid に位置し、西側壁の一部を SB203 に切ら

れている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.70 × 5.60m、

深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は、2× 2 の 4 基、4 本柱建てであり、西

側壁及び南側壁に平行に配置される。炉は床面の中

央に位置し、略円形の皿状に掘りくぼめられている。

K-pit は正方形を呈し、南側壁中央からやや西よりに

内接して確認された。

　遺物は、西半部の床面に散在し、また、K-pit 周辺

からも出土しているが、その量は少なかった。

SB206

　I13grid に位置し、SB207 により南東隅を切られて

いる。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.15

× 6.05m、深さ 0.52mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西及

び南側壁と平行に配置される。炉は床面の中央に位

置し、略楕円形でボウル状に掘りくぼめられている。

K-pit は隅丸方形を呈し、南側壁の中央に内接して確

認された。また、ベッド状遺構は、長方形を呈し、南

東隅に接して設けられていた。

　遺物は、数点の鉄製品を含み、床面全域に散在して

出土しているが、土器片は小さく少ない。炉の北西に

20～ 30cm大の礫が数個あり、K-pit の中より砥石と

磨石が出土した。また、炉の東に長さ 75cm ほどの

炭化材と焼土の固まりが検出されている。

SB207

　I14grid に位置し、SB206 の南東隅を切っている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、炉、K-pit を備

え、柱穴は確認できなかった。法量は、5.50 × 4.00m、

深さ 0.45mを測る。

　炉は床面の中央に位置し、略円形で皿状に掘りくぼ

められているが、底部の一部にピット状の掘り込みが

ある。K-pit はやや大きめで長方形を呈し、南側壁の

中央からやや西より内接して確認された。

　遺物は、土器は、ほとんど出土しておらず、磨石を

1個含み、自然石が点在して出土した。

SB208

　J14grid に位置し、SB209 に北東隅を切られる。
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図 66　住居址実測図 (SB 205,206,207,208,209,210)
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　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出

しただけで、他の住居内施設は確認できなかった。法

量は、3.55 × 3.20m、深さ 0.22mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

壁及び南側壁と平行に配置される。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB209

　J14grid に位置し、西側壁で SB208 を切る。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、4.90

× 4.35m、深さ 0.4mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、南側壁に平行に配す

る。炉は略円形を呈し、床面の中央に位置しボウル状

に掘りくぼめられている。K-pit は台形を呈し、南側

壁の中央からやや東よりに内接して確認された。ベッ

ド状遺構は、北西隅に長方形を呈し、長辺を北側壁に

接して設けられていた。

　遺物は、床面全域に疎らに出土した。

SB210

　K15grid に位置し、南東隅を SB215 に切られてい

る。なお、東に接する SB216 との先後関係は不明で

ある。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、1基の pit を検出

する。法量は、5.35 × 4.30m、深さ 0.48mを測る。

　主柱穴は、南側の 1基を確認しているが、北主柱

穴として東 ･西側壁に平行となる位置にもう 1基あ

り、2基、2本柱建てであったと考える。その他の住

居内施設は確認できなかった。

　遺物は、南側中央に土器片が集中して出土した。

SB211

　K14grid に位置し、その南西隅は削平により破壊さ

れる。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出するが、その他の住居内施設は、確認できなかった。

法量は、6.15 × 5.50 ｍ、深さ 0.26mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、北側

壁と平行に配置されている。北側柱穴の2基の中間に、

上面を焼土に覆われた pit が検出されたが、底部を柱

状に深く掘り込んでおり、炉とは認定し難い。

　遺物は、床面中央と南西部に土器片と石器類が集中

して出土している。また、西側壁中央外側に、0.25

× 0.90mの焼土塊が検出されている。

SB212

　J15grid に位置し、SB213 によりその南東隅を切ら

れている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、8.05

× 5.85m、深さ 0.38mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであるが、北

西部の柱穴は、立て替えが行われたか、あるいは支柱

が設けられたかの理由で、柱穴の輪郭が複雑になって

いる。炉は床面の中央に位置し、略円形で円錐状に掘

りくぼめられている。K-pit は隅丸長方形を呈し、南

側壁のほぼ中央に内接して確認された。ベッド状遺構

は長方形を呈し、北西隅に確認された。

　遺物は、床面全域から出土し、多数の石器が散在し

て出土している。

SB213

　J15grid に位置し、SB212、216 を切っている。

　主軸を西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、4.65 × 4.45m、深さ 0.34mを

測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てである。炉は床面の中央

に位置し、略円形で皿状に掘りくぼめられている。炉

中から焼土が検出された。K-pit は略円形を呈し、東

側壁の中央からやや北よりに内接して確認された。

　遺物は、床面全域に疎らに散在して出土し、石皿、

磨石も含まれていた。また、床面全域から木炭が多く

検出された。

SB214

　G6grid に位置している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit、を備える。法量は、6.10 × 4.90m、

深さ 0.4mを測る。
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図 67　住居址実測図 (SB 211,212,213,214,215,216)
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　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであるが、側

壁との平行関係は認められない。炉は床面の中央に位

置し、略円形の皿状に掘りくぼめられている。K-pit

は不整形を呈し、南側壁のほぼ中央に内接して確認さ

れた。

　遺物は床面全域に散在しており、床面中央西よりと

東隅部に集中して出土した。

SB215

　K16grid に位置し、北西隅で SB210 を切り、また、

北半部を後世の削平により破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出

し、他の住居内施設は確認されていない。法量は、6.15

× 3.30m、深さ 0.54mを測る。

　主柱穴は 2基確認され、南側壁に平行に配置され

ている。その他の住居内施設は不明である。

　遺物は、床面の全域に疎らに出土した。

SB216

　J16grid に位置し、北側壁を SB213、南東隅を

SB217 に切られる。また、南側壁を後世の削平によ

り破壊されている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、1基の pit を検出

する。法量は、6.05 × 5.50m、深さ 0.18mを測る。

　pit を 1 基検出するが、柱穴と確認はできず、その

他の住居内施設も確認できなかった。

　遺物は、南西隅で土器片がわずかに出土しただけで

ある。

SB217

　J16grid に位置し、北西隅で SB216 を切り、その

南西隅を後世の削平により破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、6.05× 4.45m、深さ0.42m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、北側壁に平行に配置

される。その間に、ボウル状に掘りくぼめられた、楕

円形の炉が設けられている。

　遺物は、東半部に集中して比較的大きな土器片が、

出土している。

SB218

　I16grid に位置し、SB219 に北西隅を切られ、

SB265 の拡張後の住居と考える。

　主軸を東北東に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、6.38

× 6.04m、深さ 0.33mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

壁及び南側壁と平行に配置される。炉は床面の中央に

位置し、略円形で皿状に掘りくぼめられている。炉中

からは、少量の焼土が検出された。ベッド状遺構は、

西側壁中央に略方形と南側壁と東西両側壁に接して

「コ」の字型に設けられ、南西隅の柱穴は、ベッド状

遺構の上から穿たれている。

　遺物は、南東柱穴の周辺に土器片数点、磨石が出土

しているだけである。

SB219

　I16grid に位置し、北東隅で SB218、北側壁で

SB220 を切る。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、4.45 × 3.80m、

深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、北側壁に平行に配置

されている。炉は床面中央よりやや北西寄りに位置し、

円形の皿状に掘りくぼめられている。また、南側壁中

央西寄りに、略円形の K-pit が設けられている。

　遺物は、炉や柱穴の周囲に土器片の集中があり、

K-pit の西側縁に幅 30cmの石皿が据えてあった。

SB220

　I15grid に位置し、SB219 に南東隅、SB221 に南西

隅、SB225 に北東隅をわずかに切られる。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、5.60 × 4.90m、深さ

0.34mを測る。

　主柱穴数は 2基、2本柱建てで、北側壁に平行に配

置される。炉は、床面中央のやや西側に、柱穴と並ん

で位置し、略円形の皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、土器片、石器等が、炉を中心として放射状

に散在した状態で出土している。また、炉の北西では
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図 68　住居址実測図 (SB 217,218,219,220,221,222)
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幅 50cmを測る大型の石皿が出土している。

SB221

　I15grid に位置し、東側壁で SB220 を、北側壁で

SB222 を切っている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、3基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、6.40 × 6.00m、

深さ 0.38mを測る。

　主柱穴は 2基で、南側壁に平行に配置されている。

炉は床面中央に位置し、ボウル状に深く掘り込まれて

いる。また、南側壁よりやや北に離れて、楕円形の

K-pit が確認された。

　遺物は、炉を囲むように数箇所にまとまって土器片、

東側の柱穴上と南西隅には、幅 25～ 30cmを測る石

皿が出土している。

SB222

　I14grid に位置し、北東隅を SB223、南東隅部を

SB221 に切られている。また、西半部の一部は後世

の耕作により、北から南へ帯状に破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、2基の pit を検出し、

炉、K-pitを備える。法量は、6.03×4.41m、深さ0.45m

を測る。

　主柱穴は 2基 2本柱建てで、北側壁に平行に配置

されている。炉は、床面中央に位置し、ボウル状に掘

り込まれている。また、南側壁中央に内接して、略円

形の K-pit が確認された。　

　遺物は、炉を中心に北東、南西部及び南東の柱穴付

近に出土している。また、遺物が出土している北側周

辺には、炭化材、炉の北東には焼土のかたまりが検出

されている。

SB223

　H15grid に位置し、南西隅で SB222 を切り、南東

隅で SB224 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、6.00

× 4.65m、深さ 0.42mを測る。

　主柱穴は2基あり、北側壁に平行に配置されている。

床面中央よりやや西に皿状に掘りくぼめられた炉があ

る。南側壁の中央に隅丸方形を呈する K-pit が設けら

れている。また、西側壁から北側壁にかけて逆Ｌ字形

のベッド状遺構を備えている。

　遺物は、炉のすぐ南東と北西隅の壁際に石皿、礫、

ベッド状遺構の南西端と北西部に土器が集中して出土

している。

SB224

　H15grid に位置し、SB223 に北西隅を切られ、

SB225､ 264 の北側壁を切っている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、8基の pit、51

基の杭穴を検出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.60

× 6.80m、深さ 0.5mを測り、この遺跡の中では最大

級である。

　主柱穴は 2× 3 の 6 基、6本柱建てであり、西側

壁を除く 3側壁に平行に配置されている。なお、四

壁内側に沿って 51基の杭穴が巡っている。それぞれ

の深さは不規則であるが、屋内へ内傾して掘られてい

る。炉は、東西の 6基の主柱穴に囲まれるように南

北に 2基並び、不整形を呈し、浅く皿状に掘り込ま

れている。また、南側壁よりやや内側へ離れて、不整

形の K-pit が設けられていた。これは他の遺構のそれ

に比べ、若干大型で、その両脇に 2基の支柱穴を備

えている。また、南東隅付近の南側壁に沿って長方形

の土壙も検出された。

　遺物は、床面全域に土器片、石皿、磨石の石器類が

出土している。

SB225

　H16grid に 位 置 し、 西 側 壁 で SB220 を 切 り、

SB224 に北西隅を切られる。SB264 を後に拡張した

住居と考える。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、7.25

× 6.84m、深さ 0.48mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4 本本建てであり、東 ･

南側壁に平行に配置されている。炉は床面中央部に位

置し、楕円形の皿状に掘りくぼめられている。また、

東西の側壁に、不規則な形のベッド状遺構が設けられ

ていた。また、この遺構は、炉を共有したかたちで、
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図 69　住居址実測図 (SB 223,224,225,226,227)
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SB264 を拡張した住居と考える。

　遺物は、土器片、石器類が、床面に散在していた。

SB226

　L9grid に位置しているが、南西隅しか残っておら

ず、ほとんどは後世の削平を受けて著しく破壊を受け

ている。　　　

　主軸を北西に採り、方形を呈していたと思われるが、

住居内施設はまったく確認できなかった。現存の法量

は、2.00 × 2.00m、深さ 0.5mを測るだけである。

　遺物は、土器片が 2点出土しただけである。

SB227

　H12gridに位置し、西側壁、南西隅をSB168、169に、

南側壁を SB204 により切られている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、1基の pit を検出し、

炉、ベッド状遺構を備える。法量は、5.25 × 4.95m、

深さ 0.28mを測る。

　主柱穴は 1 基確認されているが、炉を挟んで、

SB168 に切られている西半部にもう 1基あり、2基、

2本柱建であったと推定される。炉は柱穴の西側に位

置し、円形の浅い皿状に掘りくぼめられている。また、

南東隅には、長辺を東側壁に沿わせた、長方形のベッ

ド状遺構が確認された。

　遺物は、土器片が疎らに出土しただけである。

SB228

　G13grid に位置している。この箇所は後世の大規模

な土取り作業によって、北側の環壕も含めてえぐり取

られている。本遺構もまた、北半部を破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈していたと思われ

る。法量は、4.55 × 3.90m、深さ 0.24mを測る。

　柱穴、炉等の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、土器片、石器片がわずかに出土している。

SB229

　G16gridに位置し、SB228と同様、土取り作業によっ

て北側の大半を破壊されている。

　主軸を北西に採り、方形を呈し、1基の pit を検出し、

K-pit を備える。法量は、4.95 × 4.25m、深さ 0.42m

を測る。

　主柱穴は 1基確認されているが、原状は 2× 2の

4基、4本柱建てであったと考える。南側壁中央より

やや北東に離れて、不整形の K-pit が確認されている。

　遺物は、北西隅、南東隅に集中して土器片が出土し

ている。また、K-pit 内から、石皿、磨石等の石器と、

甕 1個体分の土器片が出土している。

SB230

　H17grid に位置し、西半部を後世の削平により破壊

されている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出しただけで、他の住居内施設は確認できなかった。

法量は、8.30 × 3.95m、深さ 0.25mを測る。

　主柱穴は2基が確認されるが、原状は2×2の4基、

4本柱建てであったと考える。

　遺物は、床面中央付近でわずかに出土している。

SB231

　I17grid に位置するが、北側壁の一部から遺構の中

央部にかけて後世の耕作により破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、3基の pit を

検出し、法量は、8.75 × 7.15m、深さ 0.3mを測る。

　主柱穴は、3基確認しているが、原状は 2× 2の 4

基であったと思われ、東側壁に平行に配置している。

炉については不明である。

　遺物は、北東、南西隅に石器片と土器片がわずかに

出土しただけである。

SB232

　J17grid に位置し、南西隅を後世の撹乱により破壊

されている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を

検出し、法量は、7.00 × 6.20m、深さ 0.25mを測る。

　主柱穴は 3基確認され、北 ･東側壁に平行に配置

されているが、原状は、南西隅にもう 1基あり、2×

2の 4基、4本柱建てであったと考える。その他の住

居内施設は確認されなかった。

　遺物は、南西部に土器片や石器類が集中して出土し

ている。
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図 70　住居址実測図 (SB 228,229,230,231,232)
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SB233

　J19grid に位置している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、6.50× 5.20m、深さ0.14m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、東側

壁に平行に配置されている。炉は、床面中央から北西

よりに位置し、円形の皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、炉の南西に土器片が集中して出土し、北東

部に礫の散乱がみられた。

SB234

　I18grid に位置する。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、7.15 ×

5.10m、深さ 0.4mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、側壁との規則性は見

られない。炉は、2本の主柱穴の間に楕円形を呈し、

浅い皿状に掘りくぼめられている。北西隅、南西隅及

び東側壁に接して、長方形を呈するベッド状遺構が確

認された。

　遺物は、炉の周辺と東側のベッド状遺構の間に、完

形になると思われる土器片、石皿、砥石等が集中して

出土している。

SB235

　H19gridに位置し、SB263に北西隅を切られている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.35× 3.90m、深さ0.24m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、側壁との規則性

はみられない。炉は、2基の主柱穴に挟まれるように

円形を呈し、浅い皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、石器 ･土器ともに出土するが、北西隅壁際

に石皿、南側壁の中央に土器片がまとまって出土して

いる。

SB236

　H18grid に位置している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.80× 4.65m、深さ0.24m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、南側壁に平行に配置

されている。炉は、2基の主柱穴に挟まれるように、

楕円形を呈し浅い皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、炉を中心として土器片、礫類がリング状に

出土している。

SB237

　F17grid に位置し、その西半部は後世の土取りに

よって破壊されている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、法量は、4.90

× 4.23m、深さ 0.32mを測る。

　柱穴、炉等の住居内施設は確認できなかった。

　遺物は、南半部から土器片が疎らに出土している。

SB238

　F17grid に位置し、その西半部は後世の土取りに

よって破壊されている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、現存の法量は、

5.24 × 2.60m、深さ 0.28mを測る。

　SB237 同様、柱穴、炉等の住居内施設は確認でき

なかった。

　遺物は、わずかに出土しただけである。

SB239

　F18grid に位置している。

主軸を北西に採り、正方形を呈し、1基の pit を検出し、

炉、ベッド状遺構を備える。法量は、3.75 × 3.45m、

深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は 1基確認されているが、原状は北側にも

う 1基あり、2基、2本柱建てであったと考える。炉

は、床面中央よりやや北側に位置し、円形のボウル状

に掘りくぼめられている。また、北東隅には長方形の

ベッド状遺構が設けられており、長辺は、北側壁の中

点と一致する。

　遺物は、土器片が数点出土しただけである。

SB240

　F18grid に位置し、北東隅で SB241 を切っている。
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図 71　住居址実測図 (SB 233,234,235,236,237,238,263)
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　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉、K-pit を備える。法量は、7.75 × 6.65m、

深さ 0.14mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、西 ･ 南側

壁に平行に配置されている。炉は、床面中央よりやや

西寄りに位置し、不整形に浅く掘りくぼめられている。

また、南側壁中央に内接して、略方形の K-pit が確認

された。

　遺物は、K-pit 内に幅 30cm の砥石が据えられてい

た他は、土器片が疎らに出土している。

SB241

　E19grid に位置し、SB240 に西側壁、SB242 に南

側壁を切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、炉、ベッド状遺

構を備える。法量は、7.40 × 4.90m、深さ 0.14mを

測る。

　主柱穴は確認できなかったが、原状は、2× 2の 4

基であったと考える。炉は、床面中央よりやや北側に

位置し、楕円形の皿状に掘りくぼめられている。また、

北東隅に正方形のベッド状遺構が設けられている。　

　遺物は、炉内、及び炉のすぐ西側に土器片がまとまっ

て出土した。

SB242

　F19grid に位置し、北西側壁で SB241 を切り、西

側壁の南側から南側壁の中央へかけて、帯状の撹乱に

より破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、ベッド状遺構を備える。法量は、7.45

× 5.45m、深さ 0.32mを測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、北側

壁に平行に配置されている。炉は、床面中央よりやや

南に位置し、楕円形の浅い皿状に掘りくぼめられてい

る。また、西側壁に沿って長方形の細長いベッド状遺

構が設けられている。

　遺物は、炉の周りに土器片が疎らに出土するのみで

ある。なお、遺物の出土範囲とほぼ同じ範囲で、焼土

も検出された。

SB243

　G19grid に位置している。

　主軸を東北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.05 × 3.85m、

深さ 0.15mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、北側壁に平行に

配置されている。炉は、床面中央に位置し、隅丸方形

の浅い皿状に掘りくぼめられている。また、南側壁中

央には円形の K-pit が、内接して設けられている。

　遺物は、石器、土器片、鉄製品が散在して出土して

いる。なかでも石器類は、炉の東に据えられていた幅

40cmを測る石皿はじめ、量的にも多い。

SB244

　G20grid に位置し、北西隅で SB250 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、6.25× 5.40m、深さ0.09m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、南側壁に平行に

配置される。炉は、床面中央に位置し、円形の皿状に

掘りくぼめられている。

　遺物は、南側壁の壁際に数点の炭化材と土器片、鉄

製品が出土しただけである。

SB245

　G21grid に位置している。遺構の西側壁から中央に

かけて、後世の撹乱によりベルト状に破壊されている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、法量は、4.75

× 3.80m、深さ 0.1mを測る。

　柱穴、炉等、住居内施設は認められなかった。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB246

　H22grid に位置し、南東部で SB247 を切っている。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、法量は、5.27

× 4.65m、深さ 0.15mを測る。

　柱穴や炉等の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、床面中央に数点の土器片と礫の他に、焼土

と炭化材が出土している。また、北西隅の壁際に礫が

かたまって出土している。
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図 72　住居址実測図 (SB 239,240,241,242,243,244)
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SB247

　I22grid に位置し、SB246 に北西隅を切られている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、5基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.80 × 4.30m、深さ 0.1m

を測る。

　主柱穴は、床面のやや北寄りに 2× 2 の 4 基、4

本柱建てで、北側壁に平行に配置される。炉は、床面

中央に位置し、不整形の浅い皿状に掘りくぼめられて

いる。

　遺物は、床面全域に散在し、炉内からは焼けた石器

が出土した。

SB248

　O20grid に位置している。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、K-pit を備える。

法量は、4.95 × 3.95m、深さ 0.07mを測る。

　南側壁の中央よりやや西に隅丸方形の K-pit が設け

られている。この他の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、土器片がほんの数点出土しただけである。

SB249

　H19grid に位置し、後世の耕作によって、遺構の大

部分を破壊されている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、法量は、6.55 × 5.70m、深さ 0.12mを測る。

　主柱穴は 2基確認されているが、原状は、破壊さ

れている北西 ･南東隅にあと2基あり、2×2の 4基、

4本柱建てであったものと考える。炉、K-pit につい

ては不明である。

　遺物は、南西部壁際でわずかに出土している。

SB250

　G20grid に位置し、北東隅で SB251 を切り、南東

部を SB244 に切られる。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、法量は、8.00

× 6.20m、深さ 0.16mを測る。

　柱穴その他の住居内施設は、全く確認されなかった。

　遺物は、南西部に土器片 ･石器類が散在し、他の床

面からは出土していない。

SB251

　F21grid に位置し、SB250 によってその南西隅をわ

ずかに切られている。また、東側壁から中央にかけて、

撹乱により帯状に破壊されている。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.15× 4.35m、深さ0.13m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、北側

壁に平行に配置される。炉は、床面中央よりやや東側

に位置し、楕円形の皿状に掘りくぼめられている。

　遺物は、炉内に土器片が数点入り、他は散在して出

土する。また、炉の東側には、多くの鉄片が出土した。

SB252

　F20grid に位置し、北東隅を SB253 により切られ、

北西隅を後世の削平によって破壊されている。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、法量は、6.35 × 6.30m、深さ 0.11mを測る。

主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てであり、南側壁

に平行に配置される。その他の住居内施設は確認され

なかった。

　遺物は、土器片が 1点出土しただけである。

SB253

　E20grid に位置し、南側壁で SB252 を切っている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出し、法量は、6.10 × 3.75m、深さ 0.14mを測る。

　柱穴は 2基、2本柱建てで、東側壁に平行に配置さ

れる。その他の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、鉄製品を含み、土器片がわずかに点在して

出土した。

SB254

　E20grid に位置し、その北半部は後世の削平により

破壊されている。

　主軸を北に採り、長方形を呈し、1基の pit を検出し、

炉を備える。法量は、7.10×3.60m、深さ0.2mを測る。

　主柱穴は 1基が確認されたが、原状では西側にも

う 1基あり、2基、2本柱建てで、南側壁に平行に配

置される。炉は、主柱穴の西側に位置し、略楕円形の
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図 73　住居址実測図 (SB 245,246,247,248,249,250)

123



ボウル状に掘りくぼめられている。

　遺物は、土器が床面全域に散在して出土した。

SB255

　F21grid に位置する。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を

検出した。法量は、6.25×5.60m、深さ0.11mを測る。

　主柱穴は、2基、2本柱建てで、北側壁に平行に配

置される。

　炉等、その他の住居内施設は確認されなかった。

　遺物は、石皿と土器片は少量、炭化物、鉄片が散在

して出土した。

SB256

　E21grid に位置し、北東隅で SB257 を切る。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、15 基の pit を

検出し、炉を備える。法量は、5.60×4.90m深さ0.18m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、北、西側

壁に平行に配置される。床面中央のやや北よりには皿

状に掘りくぼめられた略楕円形の炉がある。

　遺物は、土器片と石器はわずかに出土し、鉄製品（鉄

片）が多量に出土した。

　このことから、SB256 は調査の過程で鍛冶遺構で

あると判断した遺構である。詳細は「11-5 二子塚遺

跡出土の鍛冶遺構と遺物」を参照されたい。

SB257

　E21grid に位置し、南東隅で SB258 を切り、西側

壁を SB256 に切られる。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、5.80× 5.65m、深さ0.07m

を測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

の 2基が東側壁に平行に配置される。炉は、床面中

央より北側に位置し、円形で浅い皿状に掘りくぼめら

れている。炉中から土器片が少量出土している。

　遺物は、土器片が少量、床面西半部には鉄片が散在

して出土する。

SB258

　E22grid に位置し、SB257 に北西隅を、SB259、

261 に東側壁から南半部を切られている。

　主軸を北北西に採り、長方形を呈する。法量は、6.95

× 4.90m、深さ 0.19mを測る。

　12基の pit が検出されているが、主柱穴は不明で、

その他の住居内施設も確認することができなかった。

　遺物はほとんど出土していない。

SB259

　E22grid に位置し、北側壁で SB258、東側壁で

SB260、261 を切る。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、1基の pit を

検出した。法量は 4.75 × 4.25m、深さ 0.2mを測る。

　主柱穴は、1基確認されるが、原状は東側にもう 1

基あり、2基、2本柱建てであったと考える。その他

の住居内施設は、確認されなかった。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB260

　E22grid に位置し、北側壁を SB259、261 に切ら

れている。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈する。柱穴及びそ

の他の住居内施設は確認することができなかった。法

量は、4.65 × 4.35m、深さ 0.13mを測る。　

　遺物は、床面の西半部において、土器片が疎らに出

土した。

SB261

　E22grid に位置し、SB259 に南西隅を切られ、西

側壁で SB258 を、南側壁で SB260 を切る。

　主軸を北東に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、7.75× 5.20m、深さ0.16m

を測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てで、南側壁と平行に配置

される。炉は、床面中央よりやや北側に位置し、円形

の皿状に掘りくぼめられている。床面の東半部には焼

土が確認された。

　遺物は、土器が床面全域に疎らに出土した。
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図 74　住居址実測図 (SB 251,252,253,254,255,256)
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SB262

　H27grid に位置し、本集落でもっとも東に位置する

住居である。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、4基の pit を検

出し、炉を備える。法量は、4.90× 4.80m、深さ0.08m

を測る。

　主柱穴は 2× 2 の 4 基、4本柱建てで、東 ･ 西側

壁に平行に配置される。炉は、床面中央部よりやや北

側に位置し、平面形が瓢箪形の皿状に掘りくぼめられ

ている。

　遺物は、その出土量は少ないが、数点の鉄製品を含

んでいた。

　なお、SB262 は整理の過程で鍛冶遺構であると判

断した遺構である。詳細は「11-5 二子塚遺跡出土の

鍛冶遺構と遺物」を参照されたい。

SB263

　I19grid に位置し、SB235 の北西隅から西側壁の

2/3 を切っている。

　主軸を北西に採り、長方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.30

× 4.15m、深さ 0.18mを測る。

　主柱穴は 2基、2本柱建てであり、北側壁に平行に

配置される。炉は床面の中央に位置し、略円形で円

錐状に掘りくぼめられている。K-pit は略円形を呈し、

皿状に掘りくぼめられ、南側壁の中央よりやや西に内

接して設置される。ベッド状遺構は、長方形を呈し北

西隅に接して設けられている。

　遺物は、ベッド状遺構のある北西隅をのぞいた各隅

に小さなまとまりを持ちながら、床面全域から出土し

ている。南西隅には、角礫を含む石類、K-pit の北に

幅 10 ～ 15cm、長さ 75cm の炭化材、また、他の床

面数箇所にも炭化材が検出された。

SB264

　H16grid に位置し、SB225 の拡張前の住居である。

　主軸を北北西に採り、正方形を呈し、4本柱建てで、

炉、K-pit を備える。法量は、残存部で 5.0 × 4.20m、

深さ 0.06mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、西側

壁及び北側壁と平行に配置される。炉は床面の中央

に位置し、略円形で皿状に掘りくぼめられているが、

拡張後の SB225 の炉と重なる可能性がある。また、

K-pit は長方形を呈し、皿状に掘りくぼめられ、南側

壁の中央からやや東寄りに内接して設けられている。

内部の 4箇所の隅と中央に 5基の pit が検出され、支

柱穴と考える。

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB265

　I16grid に位置し、SB218 の拡張前の住居である。

　主軸を北西に採り、正方形を呈し、2基の pit を検

出し、炉、K-pit、を備える。法量は、4.00 × 4.20m、

深さ 0.10mを測る。

　主柱穴は、2基、2本柱建てで、南側壁に平行に配

する。炉は床面の中央に位置し、略円形で皿状に掘り

くぼめられている。炉中からは、少量の焼土が検出さ

れた。また、K-pit 内に 2 基の pit を検出し、SB264

と同様に K-pit 内の支柱穴と考える。　

　遺物は、ほとんど出土していない。

SB266

　I25grid に位置し、SB267 に南東隅を切られている。

　主軸を北に採り、正方形を呈し、4基の pit を検出

し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える。法量は、5.60

× 4.90m、深さ 0.24mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、各側

壁と平行に配置される。北西主柱穴は北西ベッド状遺

構の東側下端中央に接し、北東主柱穴は北東ベッド状

遺構の南辺端部中央に穿たれている。炉は、床面の中

央に位置し、略円形で皿状に掘り、さらに南側の一

部を円形に掘りくぼめている。K-pit は略方形を呈し、

皿状に掘りくぼめられた中に円形の掘りこみがあり、

南側壁の中央に内接して設けられている。ベッド状遺

構は長方形を呈し、南東隅を除く 3箇所に設置され

ているが、南東隅は SB267 に切られているので、4

箇所それぞれに設置されていた可能性も考えられる。

　遺物は、床面全域に散在して出土しているが、北西

隅のベッド状遺構の南側上端部には小さなまとまりで

出土している。
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図 75　住居址実測図 (SB 257,258,259,260,261,262)
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図 76　住居址実測図 (SB 264,265,266,267)

SB267

　I26grid に位置し、SB266 の南東隅を切り、西側壁

の一部及び南東隅を、後世の撹乱により破壊されてい

る。

　主軸を北北東に採り、長方形を呈し、4基の pit を

検出し、炉、K-pit を備える。法量は、5.90 × 5.75m、

深さ 0.27mを測る。

　主柱穴は、2× 2の 4基、4本柱建てであり、東 ･

南側壁と平行に配置される。炉は、床面の中央に位置

し、楕円形で皿状に掘りくぼめられている。炉の中か

らは、少量の焼土が検出された。K-pitは半円形を呈し、

南側壁の中央よりやや西に内接して確認された。

　遺物は、極少量が散在して出土していた。

　以上が、二子塚遺跡で調査された 267 軒の各住居

址の調査結果である。

5-3　住居址の分類

　二子塚遺跡で検出された住居址は、すべてが竪穴式

建物である。鍛冶遺構と評価できる竪穴式建物のよう

に工房としての特質を備えたもの、大型の竪穴式建物

のように単なる住居址とは認めがたいものも、一括し

て住居址として記述した。

　以下では、住居址の設備の在り様からその構造を分

類し、建物の増改築に相当する住居址の拡張例を示す。

最後に、住居址における遺物の出土状況を述べ、その

廃棄過程を抽出する。

5-3-1　住居址の設備

　竪穴式住居址は、その平面形、主柱穴の数量とその

配置によって規模と形態が分別され、炉、K-pit、ベッ

ド状遺構等、設備の有無によって構造が分類される。

　以下に、設備の概要、変数の内容を記す。
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平面形

　平面形は、正方形または長方形に分類した。円形の

住居址は皆無である。正方形と長方形の区分は、a＝

長軸の長さ /短軸の長さにより求め、a＜ 1.2 の場合

を正方形、a≧ 1.2 の場合を長方形とした。

主柱穴

　主柱穴は、その数量から 2基または 4基で構成さ

れるものに分類し、特異例として 0基、1基、6基を

加えた。主柱穴は、直径 50cm 前後の円形を呈する

土壙であり、深さは 30cm程度の浅いものから 1mを

超える深いものまで様々である。その配置は、住居址

内に位置し、主柱穴を結ぶ直線が住居址側壁と平行に

なる場合が多く、側壁から住居址内法長の 1/3 また

は 1/4 程度の距離を置く。

炉

　炉には、掘込を持つ炉と掘込を持たない炉との 2

者が存在する。前者は、円形を呈する土壙が多く、方

形の土壙も少数存在する。後者は、焼土面をもって炉

と認定したが、この焼土面も円形を呈する場合がほと

んどである。

K-pit

　K-pit とは、住居址内部に穿たれた方形または円形

の土壙である。その多くは、側壁に内接し、炉と共に

当該住居址の主軸上に位置する。K-pit の内部または

側辺に接して小 pit が複数確認される場合（SB265 他）

があるが、これは K-pit 支柱穴として取り扱っている。

K-pit の用途は、貯蔵穴、出入口、祭壇等とする諸説

があり、確定を見ていない。

ベッド状遺構

　ベッド状遺構は、住居址内の周辺部に、側壁に接し

て、床面から５～ 10cm 程高い段を作りつけたもの

である。その幅は、住居址の規模によって様々である

が、住居址内法長の 1/4 程度である場合が多い。床

面に硬化面が観察される場合でも当該施設上には硬化

面が認められない例が多いことから、莚等が敷設され

ていたものと考えられ、その方形の形態と併せて「ベッ

ド」の語が冠された。寝所の他、物置等の用途に供さ

れたと考えられる。

5-3-2　住居址の構造

　住居址は、その平面形、主柱穴、炉、K-pit、ベッ

ド状遺構といった設備によって、その構造を分類する

ことができる。基本となる分類項目は平面形及び主柱

穴数であり、これに炉、K-pit 及びベッド状遺構といっ

た設備の有無を付加的な分類項目として加わえた。

　なお、住居址の深さは遺構によってまちまちであり、

住居址の規模の大小にも対応せず、所在地点による異

同も認められる。このことから、弥生時代の生活面は、

表土以上の標高にあり、これが後世の撹乱により失わ

れたものと考える。したがって、住居址の深さは、単

に遺構確認面からの深さに過ぎず、弥生時代後期の実

態を反映していないと考えられるので、住居址構造の

分類項目から除外した。

長方形 2 本柱の住居址

　平面形が長方形を呈し、長主軸上に 2基の主柱穴

図 77　住居址の設備と構造
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図 78　住居址の構造 ( 一般例 )
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図 79　住居址の構造 ( 特異例 )

を備える住居址である。

　主柱穴のみの例（SB253）、主柱穴と炉を備える例

（SB200）、主柱穴、炉及び K-pit を備える例（SB152）

がある。炉を備える例では、炉は 2基の主柱穴の概

ね中間、すなわち住居址の中心に位置することとなる。

K-pit を備える例では、K-pit は炉の南側、南側壁に内

接して設けられる。すなわち、短主軸上に炉、K-pit

が位置することとなる場合が多い。

正方形 2 本柱の住居址

　平面形が正方形を呈し、主軸上に 2基の主柱穴を

備える住居址である。

　主柱穴のみの例（SB255）、主柱穴と炉を備える例

（SB148、SB244）、主柱穴、炉及び K-pit を備える例

（SB191）がある。主柱穴、炉、K-pit の位置は、長方

形 2本柱の住居址と同様である。

長方形 4 本柱の住居址

　平面形が長方形を呈し、4基の主柱穴を備える住居

址である。4基の主柱穴は方形プランを描く。

　主柱穴のみの例は確認されていない。主柱穴と炉を

備える例（SB83、SB103）、主柱穴、炉及び K-pit を

備える例（SB23、SB79）がある。

正方形 4 本柱の住居址

　平面形が正方形を呈し、4基の主柱穴を備える住居

址である。4基の主柱穴は方形プランを描く。

　主柱穴のみの例（SB208、SB252）、主柱穴と炉を

備える例（SB8、SB126）、主柱穴、炉及び K-pit を備

える例（SB37、SB30）がある。

無柱の住居址

　竪穴に主柱穴、炉等の設備が一切ない例がある。

　SB145 は 4.55 × 2.65m の長方形を呈し、SB181

は5.20×4.42mの方形を呈するが、ともに主柱穴、炉、

K-pit 等の住居内施設は確認されなかった。

1 本柱の住居址

　竪穴の設備が、主柱穴 1基のみの例がある。

　SB172 は 5.62 × 4.00 ｍの長方形を呈し、設備は

1基の主柱穴のみであった。

6 本柱の住居址

　6本柱の住居址は 2棟確認することができた。

　SB192 は、6 本柱で、平面形は 5.90 × 4.50 ｍの

長方形を呈し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える住

居址である。SB192 は、住居址の規模、ベッド状遺

構は、他の住居址と大差ないが、主柱穴が 6基設け

られている点、炉及び K-pit の規模が大きい点で、他

の住居址と異なっている。遺物の種類と量も多く、床

面を覆うようにびっしりと、大型の磨石、砥石、石皿

を含めて土器、鉄製品が出土している。

　SB224 は、6 本柱で、平面形は 7.60 × 6.80m の

正方形を呈し、炉、K-pit、ベッド状遺構を備える住

居址である。SB224 は、住居址の規模が二子塚遺跡

では最大級に属し、主柱穴が 6基設けられ、2基の炉
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を備え、炉及び K-pit の規模が大きい点で、他の住居

址と異なっている。遺物の出土量は多くない。側壁内

縁に小 pit 列が 1条巡るが、これは側壁の擁壁を設け

るための杭列であろう。K-pit には 2 基の K-pit 支柱

穴が付属し、ベッド状遺構はやや狭小な造りとなって

いる。

5-3-3　住居址の拡張

　当初の住居址が拡張された結果、規模の大きな住居

址となった例を 2例確認することができた。SB264

は拡張され SB225 となり、SB265 は拡張され SB218

となっている。また、拡張された可能性が高い住居址

も 2例確認した。

拡張された住居址（SB264 → SB225）

　SB225 は 7.52 × 6.84 ｍの正方形 4本柱住居址で、

中央に炉を有し、内周にベッド状遺構を巡らせる。こ

の SB225 のベッド状遺構の内側をさらに 6cm ほど

掘削したところ、5.00 × 4.20 ｍの正方形 4本柱住

居址で炉、K-pit を備えた SB264 を検出した。SB225

と SB264 の炉は同一であるが、各 4 基の主柱穴は

異なる主柱穴群であり、SB225 の主柱穴群が外側、

SB264 の主柱穴群が内側となり住居址平面プランの

対角線上に位置している。また、SB264 の側壁は、

SB225 のベッド状遺構の立ち上がり部分と一致する。

　このことから SB225 は、SB264 の住居址中央部す

なわち炉を基点として四方に拡大し、旧主柱穴は埋め

戻しの後その外側に新主柱穴を設け、旧住居址外周は

ベッド状遺構を作り出し、旧 K-pit は埋め立て新床面

とすることにより、作られたものと理解することがで

きる。なお、住居址の拡張の基点となった炉は新旧住

居址で共有されており、旧住居址の側壁下部が新住居

址のベッド状遺構の段部として転用されている。

拡張された住居址（SB265 → SB218）

　SB218 は 6.38 × 6.04 ｍの正方形 4 本柱住居址

で、中央に炉を有し、南半部内周にベッド状遺構を

コの字形に巡らせる。この SB218 のベッド状遺構の

内側をさらに数 cm掘削したところ、4.00 × 4.20 ｍ

の正方形 2本柱住居址で炉、K-pit を備えた SB265 を

検出した。SB218 の主柱穴は SB265 の四隅に位置

し、SB218 の炉は SB265 の炉より北側ではあるが同

一主軸上に設けられている。また、SB265 の側壁は

SB218 のベッド状遺構の立ち上がり部分と一致する。

なお、SB218 でも K-pit が検出されているが、これは

下位に在る SB265 の K-pit を掘り誤ったものと、現

在では理解している。

　このことから SB218 は、SB265 の平面形を基点と

して四方に拡大し、旧主柱穴、旧炉、旧 K-pit は埋め

戻し、旧住居址の四隅に新主柱穴を設け、旧住居址外

周の南半部にはベッド状遺構を作り出し、北半部は新

床面として削り込むことによって、作られたものと理

解することができる。なお、新旧住居址の主軸は共有

されており、旧住居址の側壁下部が新住居址のベッド

状遺構の段部として転用されている。

拡張された住居址（SB24）

　SB24 は拡張された可能性が高い住居址である。

　SB24 では主柱穴が 6基確認されているが、西側の

4基の中央に炉が位置し、かつ炉の軸線上に K-pit が

位置している。また、南側壁は西側からの長さ 2/3

の地点で屈曲しているが、この位置は西側 4基の主

柱穴を包含した地点である。以上から、当初は方形プ

ラン 4本柱で炉及び K-pit を備える住居址が存在し、

後に、当初の住居址の東西長 1/2 の長さで東側に拡

張され、新たに2基の主柱が付加されたと理解できる。

拡張された住居址（SB193）

　SB193 は拡張された可能性が高い住居址である。

　SB193 では主柱穴が 3基確認されているが、西側

の 2基の中央に炉が位置し、かつ炉の軸線上に K-pit

が位置している。また、南北両側壁は西側柱穴の軸線

との交点で屈曲し、その傾斜を変化させているが、こ

の位置は西側壁の炉の軸線に対する線対称地点であ

る。以上から、当初は長方形プラン 2本柱で炉及び

K-pit を備える住居址が存在し、後に、当初の住居址

の東側に拡張され、元の東側壁地点に新たな主柱が 1

基付加された 3本柱建ての住居址となったと理解で

きる。

　なお、K-pit は長方形を呈し、東が高く西が低い 2
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図 80　拡張された住居址
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段掘りの構造をもつが、住居址の拡張に伴い新たな

K-pit が付設された結果、2段掘りの構造が形成され

た可能性がある。

5-3-4　遺物出土状況

　遺物出土状況を記録するために、遺物が出土した竪

穴住居址すべての遺物出土状況図を作成した。ここで

は特徴的な 21例について遺物出土状況図を示し、説

明を加える。

　なお、各個の出土状況は遺物出土状況図に拠り住居

址ごとに記述しているが、紙幅の掣肘により全図を掲

載することは叶わなかった。

土器

　出土遺物の大半は、土器である。

　まず、住居址の形態とその設備により、土器を中心

とした遺物の出土状況を示す。

　方形の平面プランを採り、ベッド状遺構を備えない

住居址における遺物出土例として、主柱穴を検出でき

なかった SB210、2 本柱建の SB217、4 本柱建と想

定され（検出した主柱穴は 3基である。）K-pit を備え

る SB162、4 本柱建の SB8 を示した。SB210 では住

居址の南北軸上、南側 1/3 ほどの位置に完形に近い

土器が密集して検出された。SB217 では遺物は東半

部を中心に完形に近い土器が分布するが、側壁付近で

は出土しない。SB162 では炉の東付近と北西主柱穴

付近に完形に近い土器が出土している。SB8 では北西

主柱穴付近を除き、主柱穴の内側に土器と礫とが混在

している。

　長方形の平面プランを採り、K-pit を備え、ベッ

ド状遺構を備えない住居址における遺物出土例とし

て、2本柱建の SB152、2 本柱建で住居址拡張の結

果 3本柱となった SB193、4本柱建の SB2 を示した。

SB152 では中央部に遺物が集中し、側壁付近には存

在しない。SB193 では中央部に完形に近い土器が散

在し、側壁付近には炭化材が位置する。SB2 では主柱

穴の内側に土器片が散在し、北西主柱穴と北側壁との

間に完形に近い土器が位置する。

　以上の住居址は、土器が完形または完形に近い状態

で出土し、その位置を知ることができる例である。い

ずれの住居址においても、土器は側壁から離れて出土

し、かつ、住居址内の特定の範囲に凝集する傾向があ

る。ただし、土器の形が判るとはいえ、完形品が正立

して凝集した出土状況ではなく、出土土器は横転し、

破砕状態である。このことから、土器群は、使用また

は収納された時の固め置かれた状態で出土しているも

のとは考えることができない。

　次に、ベッド状遺構の有無による出土状況例を示す。

　SB12 及び SB57 は、方形の平面プランを採る 4本

柱建でほぼ同規模の住居址であるが、SB12 は東側に

ベッド状遺構を 2基備え、SB57 はベッド状遺構を備

えない。SB12では主柱穴の内側に土器と礫が混在し、

東西の側壁に向かって分布域が伸びる。ベッド状遺構

には遺物はほぼ分布せず、側壁の付近にもほぼ分布し

ない。SB57 では、主柱穴の内側を主として遺物が分

布するが、完形に近い土器は主柱穴の内側にのみ存在

する。両住居址とも比較的広範囲に遺物が散在して出

土しているものの、住居址の側壁近辺では分布が低く、

中央部付近に分布が集中している。この傾向は、先述

のとおりである。なかでも SB12 例のようにベッド状

遺構の部分では遺物分布は極端に低い状況となり、当

該範囲で遺物が出土する例は僅少となる。

石器

　住居址からの出土遺物に、石皿、磨石等の石器が加

わることが、二子塚遺跡の特徴である。

　石皿の出土状態を示す例として、長方形 4 本柱

建の SB10、方形 4 本柱建の SB120、方形 2 本柱建

の SB213、長方形 3本柱建でベッド状遺構を備える

SB223 の 4 例を示した。SB213 では炉と主柱穴の間

に石皿が位置し、住居址内側に遺物が散在するが、側

壁付近には炭化材以外の遺物は分布しない。礫と土器

片とが混在して検出された。SB10 では炉の付近に石

皿が位置し、主柱穴を結ぶ線上に完形に近い土器が点

在する。SB223 では炉の付近に石皿が割れた状態で

位置し、炉の周囲とベッド状遺構の際で完形に近い

土器が検出された。土器と礫が混在している。SB120

では炉の付近に石皿が位置し、中央部と西側壁付近に

は土器と礫が混在している。いずれの住居址例も中央

部に炉を備えるが、この炉の付近、主柱穴の内側で石
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図 81　遺物出土状況 ( 土器 )

皿が出土する。これが最も典型的な石皿の出土状態で

ある。

　次に、SB168、SB197、SB106 における石皿の出

土状態を示した。SB168 ではベッド状遺構に遺物は

分布せず、南西部に石皿が、北東部に完形に近い土器

が位置する。SB197 では北半部から東半部にかけて

遺物が分布し、北東部に石皿が位置する。ベッド状

遺構にも遺物が分布し、礫と土器が混在する。SB106

では中央部に礫が分布し、ベッド状遺構の東辺際に石

皿が位置する。土器片の出土量は極めて少なく、礫を

主体とする例である。3例いずれもベッド状遺構を備

える住居址での出土例であるが、上述例とは異なり、

住居址の側縁部で石皿が検出されている。しかし、そ

の出土位置には規則性があり、ベッド状遺構の上部に

位置することはなく、SB168 及び SB197 例のように

ベッド状遺構の側辺の延長線上に、または SB106 例

のようにベッド状遺構に接して検出されている。すな

わち、床面で、住居址内の区画に沿った位置にあると

いえよう。

　なお、石皿は大型かつ重い遺物であり、その位置す

る床面は水平に造られているため、水、霜等により大

幅に位置を変える可能性は極めて少ないと考えられ

る。したがって、石皿の出土状況は、石皿の使用、収

納あるいは遺棄の状態を直裁に示しており、炉に近い

例は使用状態を、住居址内の区画に沿った例は収納状

態を考えてもよいのかもしれない。いずれにせよ石皿
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図 82　遺物出土状況 ( 土器 )
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図 83　遺物出土状況 ( ベッド状遺構の有無 )

が床面に据え置かれるのは、大きくて重たいという属

性に因る現象と考えられる。

　また、石皿自体は完形品の場合が多いが、SB223

例のように複数に割れた状態で出土する例もある。

　おって、住居址内から礫が多数出土する例として、

SB22 及び SB106 の 2 例を示した。なお、この礫群

には磨石が含まれる。SB22 では長方形 4本柱の住居

址である。礫と土器とがまばらに散在するが、礫が主

体であり、主柱穴の内側に集中している。SB106 で

は中央部に礫が分布し、ベッド状遺構の東辺際に石皿

が位置する。土器片の出土量は極めて少なく、礫を主

体とする例である。

その他

　住居址内では、土器、石器、鉄器の他、ベンガラ、

焼土、炭化材が検出されている。

　ベンガラの出土例は SB84 を用いて示した。SB84

は、平面プランが正方形の 4本柱建住居址であり、

中央部に楕円形を呈する炉、南側壁中央付近に方形の

K-pit を備える。この K-pit の西側に、南側壁に接した

状態でベンガラが検出された。SB84 では炭化材も出

土しており、その廃棄に際して火が関与した住居址で

あることは間違いないが、この部分でのみベンガラが

検出され、かつ相当量にのぼることから、あらかじめ

製作されたベンガラが当該位置に固め置かれたものと

考えられる。

　焼土の出土例は SB26 を用いて示した。SB26 は、

平面プランが正方形の 4本柱建住居址であり、中央

部に円形を呈する炉、南側壁付近の中央部に円形の

K-pit を備える。焼土は住居址東側に 4箇所に分かれ

て散在する。SB26 は炭化材が出土し、その廃棄に際

して火が関与した住居址である。焼土は、住居址内の

東側に散在するものの特定の設備と関係していないこ

とから、当該住居址が焼ける際に形成されたものと考

えられる。なお、土器等の遺物出土量が僅少であるう

え、住居址が焼ける際には焼土となる土塊が存在した

ことから、SB26 はあらかじめ物品を撤去した後に焼

け、焼ける際に土塊がわざわざ投入された住居址であ

ると考えることができる。

　 炭 化 材 の 出 土 例 は、SB193、SB213、SB168、

SB84 及び SB26 に示した。いずれの炭化材出土例も、

概ね住居址中央部を焦点とした放射状の出土状態を示

し、側壁付近に位置する場合が多く、中央部付近には

分布しない傾向にある。炭化材の放射状を呈する出土

状態からは、住居址の屋根材が、そのまま焼け、炭化

したものと考えることができよう。また、炭化材の残
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図 84　遺物出土状況 ( 石皿 )

存度が住居址中央部で低く、縁辺部で高いことは、住

居址中央部の方が縁辺部より火勢が強かったことを示

している可能性が高い。

K-pit

　今回の調査において新たに出土状況を認識したも

のに、K-pit における遺物の出土状況がある。これは、

土器または礫群が住居址内の K-pit 中に入った状態で

出土したものであり、典型例として SB37 及び SB92

を示す。同様の例は合計 37例が認められ、集成図を

掲載した。意識的に断面図を現地で作成した例に乏し

いため、遺物のレベルを K-pit 断面に点で追加するこ

とにより、垂直方向における出土状況を補完した。

　SB37 では、K-pit 内部中央に完形に近い土器が、

K-pit の縁辺部にこぶし大の礫群が凝集して出土して

いる。K-pit 内から遺物が出土する場合、土器は多く
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図 85　遺物出土状況 ( 石皿と礫 )
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図 86　遺物出土状況 ( ベンガラ、焼土、炭化材 )

て 2個体、礫は 1個体から 10個体程度であり、いず

れの例も K-pit 床面に据え置かれた状態ということが

できよう。

　SB92 では、K-pit 内の住居址床面とほぼ同じ高さ

に、こぶし大の礫群が凝集して出土した。このように

K-pit 上から遺物が出土する場合、遺物は礫群に限ら

れ、住居址床面とほぼ同じで住居址床面より若干低い

高さに位置する。これは一定埋没した K-pit の窪み部

分に当該礫群が据え置かれたものと考えられる。

　上記のように、土器または礫群が据え置かれた状況

で出土した例として、SB62、SB31 及び SB212 例が

ある。SB62 例は住居址を切る pit 内に土器及び礫が

埋置され、SB31 例は住居址の南側壁際に礫群が据え

置かれ、SB212 例は主柱穴抜取痕内に土器が埋置さ

れた例である。SB62 及び SB212 例は住居址の使用

終了後になされた行為を示す状態であり、SB31 例も

礫群の凝集具合から住居址使用時の状態を示すとは考

えることが困難であり、総じて当該住居址の使用終了

後に出土状態が形成されたものと考えられる。

　以上から、当該住居址の使用終了後に、土器または

礫群を、住居址内の土壙等の窪みを利用して、据え置

く行為が存在したと考えることができよう。K-pit へ

の埋置例が多いのは、当該住居址の南辺または主軸線

が好まれた結果である、と考えられる。
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図 87　遺物出土状況 (K-pit と石器 )

141



図 88　遺物出土状況 (K-pit と土器 )
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6　弥生時代の遺物
　弥生時代の遺物は、中期の甕棺墓及び後期の集落を構成する諸遺構に伴うものである。

　中期の甕棺墓 6 基からは、11 個体の甕棺が出土した。

　後期の住居址及び条溝からは、多量の土器、少量の土製品、少量の磨製石器、少量の石

製品、少量の青銅器及び多量の鉄器が出土している。

6-1　土器 ･ 土製品

6-1-1　甕棺

　甕棺墓葬は 6 基確認された。このうち、SJ4 は単棺

葬であったので、出土甕棺は 11 個体となる。なお、

SJ2 は小型甕棺、SJ1 及び SJ4 は中型甕棺を用い、そ

の他の 3 基は大型甕棺を使用している。

　各甕棺の型式は、橋口編年（橋口達也 1979「甕棺

の編年的研究」『九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調

査報告』31）に拠る K Ⅱ c 式期から K Ⅲ b 式期併行

の段階に位置し、所謂「須久式」大型甕棺及び黒髪式

小型甕棺とが含まれる。

　各甕棺を型式順に列挙すれば、以下のとおりである。

SJ1 は K Ⅱ c、SJ5 は K Ⅱ c、SJ8 は K Ⅱ c 、SJ3 は K

Ⅲ a、SJ2 は K Ⅲ a、及び SJ4 は K Ⅲ b の各型式期に

分類されよう。

SJ1 上甕

　鉢形の体部に、退化した鋤先型口縁を有し、断面三

角形の突帯を巡らせる甕棺である。

　 法 量 は、 口 縁 径 49.0cm、 底 径 16.0cm、 器 高

25.6cm を測る。

　鋤先型口縁は、外には発達するが、内には突出しな

い。口縁直下に断面三角形の突帯が 1 条巡り、底部

は平底である。

　なお、本資料は整理過程において行方不明となって

おり、実測図も現場での遺構実測図を元に復元してい

るため、詳細な記述がかなわない。

SJ1 下甕

　倒卵形の体部に、鋤先型口縁を有し、断面三角形の

2 条突帯を巡らせ、外面に赤彩を施す、丸みを帯びた

甕棺である。

　法量は、口縁径 36.1cm、体部最大径 58.0cm、底

径 11.8cm、器高 73.5cm を測る。

　鋤先型口縁部は内側に傾斜し、上部がほぼ平坦で、

外へは大きく張り出し、内にはやや突出した稜を形成

する。口縁端部は、内外とも丸く収める。

　体部は倒卵形を呈し、底部を起点とした体部 2/3

の部位に最大径をもつ。

　断面三角形の刻目突帯を、体部最大径部分に 2 条

貼り付けている。上下突帯の頂部には、ともに幅

5mm 程の平坦面が形成され、正確には、断面は台形

となる。

　内面は、器面が相当荒れており、調整の観察が困難

である。底面は、体部との境に凹部が巡る。体部は、

ハケメは観察されず全体的にナデられているが、その

方向等は不明である。口縁部からその下 4cm までに

はヨコナデが観察され、このヨコナデに口縁部へのヨ

コナデが重なる。

　外面は、底部近くにハケメが残り、その上部に縦位

のナデが加わる。この後、体部上半部に、まず縦位の

ミガキが施され、次に突帯から口縁付近までの部分に

横位のミガキを加えている。体部の調整の後に、突帯

直下 3cm の範囲にヨコナデを施し、さらに、突帯自

身へのヨコナデを行う。なお、下突帯の下側面にはハ

ケメ成形痕が残る。これは当該面に最終調整のヨコナ

デがあたらなかったためで、上側面及び上突帯の両側

面がヨコナデによる最終調整が念入りに行われている

ことと対照的である。最後に、上下突帯にハケメ原体

（板材）による刻み目を同時に施す。この刻み目は、

突帯に対し原体をほぼ垂直にあて、5 箇程度の刻みを

1 作業単位とし、深さは 2mm に満たない。

　口縁部は、外側 2/3 をヨコナデし、後、内側 1/3

をヨコナデしている。これらのヨコナデは、ともに内

外面の体部調整を切っているので、体部の調整後に口

縁部の調整が行われたものと考える。

　底部は、平底である。粘土帯の輪積痕が観察され、

ドーナツ状に粘土帯を組み、その中に粘土円板を納め

て底部としたことが判明する。底面には、一方向に強

いナデが施されており、ミガキに近い光沢を有する部

分もある。これは、底部への調整が、胎土の乾燥が一

定進んだ時点で行われたことを示している。底部側面

には、円周に沿って横位のナデを施している。

　黒斑は突帯を挟んだ体部上半部に 1 箇所認められ、

胎土には砂粒及び雲母が混じる。器面は淡褐色を呈し、

焼成は良好である。

　なお、口縁内側端部から口縁上面、肩部を経て上突

帯上側面までには赤色顔料が塗布されている。赤色顔
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図 89　甕棺実測図 (SJ1,4)

料の色は、彩度が低く、褪せている。

　また、下突帯上側面から体部下半 1/4 までの範囲

には、黒色が塗布されているように観察するが、こち

らは判然としない。

SJ2 上甕

　倒卵形の体部に、くの字型口縁を有し、壷形を呈す

る甕棺である。

　口縁径 21.8cm、体部最大径 27.1cm、底径 5.6cm、

器高 36.1cm を測る。

　くの字型口縁は、外反しながら立ち上がり、端部に

は平坦面を作り出している。

　断面三角形の突帯を、体部最大径部分に 1 条貼り

付けている。鈍い突帯であるが、歪みもなく筋の通っ

た稜線を成す。

　内面調整は、底部から体部最大径付近までは縦位に

ナデあげ、後、体部最大径付近から頸部までに横位に

近い斜位のナデを施す。ナデ以前の調整は、肩部に指

頭圧痕がナデ消される形で観察される以外には、確認

できない。口縁部は、ヨコナデを施した後、頸部から

口縁部中位までに横位のミガキを加えている。

　外面調整は、まず、成形の後、突帯を貼付している。

次に、突帯から頸部までの部分及び口縁部を、それぞ

れ縦位のハケメによって成形し、横位にナデた後、両

部位にまたがって縦位のミガキを施している。体部下

半は、底部から上に向かい斜位にミガキ、体部中位か

ら突帯にかけては横位にミガキを施す。ミガキより前

の調整は、確認できない。最後に、突帯を横位にナデ

て稜線を矯正し、体部下方 1/4 程度をナデている。

　口縁部は、内外面とも中位から端部にかけてヨコナ

デが施されているが、この調整は、内面は口縁部下半

への横位ミガキ調整の前、外面は肩部から口縁部下半

への縦位ミガキ調整の前に施されたものである。以後、

口縁端部等への新たな調整は加えられていない。

　底部は平底であり、底面をナデている。

　黒斑は突帯を挟んだ体部中央に 1 箇所認められ、

胎土には長石、石英、角閃石及び砂粒が混じる。器面

はにぶい黄橙色を呈し、焼成は良好である。
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図 90　甕棺実測図 (SJ2)

SJ2 下甕

　倒卵形の体部に、鋤先型口縁を有し、壷形を呈する

甕棺である。

　法量は、口縁径 21.6cm、体部最大径 33.2cm、底

径 5.6cm、器高 47.3cm を測る。

　鋤先型口縁は、外には発達するものの、内は突出し

ない。上面は、2 回にわたるヨコナデにより中央部に

わずかな膨らみが生じているが、平坦である。

　断面三角形の突帯を、肩部に 1 条、体部最大径部

分に 2 条、貼り付けている。いずれも鈍い突帯で

あるが、肩部の突帯のほうが体部の 2 条突帯よりは

シャープである。

　内面調整は、底部から体部最大径付近までは縦位の

ハケメで掻きあげ、後、横位に近い斜位のハケメで頸

部までを調整している。体部下半にはハケメがナデ消

された部分が認められるが、これは製作工程での人体

等の接触により不如意に生じた現象であろう。なお、

体部上半には、このようなナデは認められない。口縁

部は、斜位のハケメの後、頸部付近を横位に近い斜位

のハケメを加えている。

　外面調整は、斜位のハケメによる成形の後、突帯を

貼付し、体部上半には横位のナデを施している。さら

に、肩部突帯から頸部にかけて、及び鋤先型部分を除

く口縁部に、それぞれ横位のナデが加えられている。

なお、体部下半はハケメ及びナデの有無が不明である。

次に、2 条突帯から 1 条突帯までの部分を縦位にミガ

キ、1 条突帯をヨコナデし、頸部から 1 条突帯までの

部分に精緻なミガキを施す。同時に、鋤先型部分を除

く口縁部にも精緻なミガキが施されるが、肩部のミガ

キと連続するものではない。この後、2 条突帯をヨコ

ナデし、底部から上に向かい斜位にミガキ、体部中位

から 2 条突帯にかけては横位にミガキを施す。最後に、

体部下半と 2 条突帯との境界には念入りなミガキが、

底部にはナデが施される。

　鋤先型口縁にはヨコナデが施されているが、この調

整は、内面は頸部へのハケメ調整後に、外面は頸部へ

のミガキ調整後に行われたものである。

　底部は平底であり、底面をナデている。

　黒斑は底部の一部から体部下半までに 1 箇所認め

られ、胎土には石英、角閃石、輝石等の砂粒が混じる。

器面はにぶい黄橙色を呈し、焼成は良好である。

SJ3 上甕

　鉢形の体部に、鋤先型の口縁部を有し、断面三角形

の突帯を 1 条巡らせる甕棺である。

　 法 量 は、 口 縁 径 68.3cm、 底 径 10.7cm、 器 高

38.9cm を測る。

　鋤先型口縁は、内側に傾斜し、内外ともに体部との

接合面から直線的に大きく張り出す。鋤先型口縁の上

面には平坦面が形成されるが、複数の粘土帯により形

成されており、外側から 1/3 の部分にある粘土帯の

接合面が接合不備のため凹部を生じさせている。外側

の口縁端部は丸く収め、内側の端部は断面三角形とな

り先端に稜を備える。

　突帯は断面三角形を呈し、口縁部直下に位置する。

突出度は低く、体部及び口縁部との境界もナデによる

曲面で構成され明瞭ではない。突帯の頂部は、やや鈍

いものの、稜が形成されている。

　底部はドーナツ状を呈し、幅 5cm、高さ 1cm 程の

高台部が巡る。凹部は不規則なナデが観察されるが、

高台部は未調整としてよく、底部の粘土が体部側には
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図 91　甕棺実測図 (SJ3)

み出す等、全体的に非常に粗い造りとなって

いる。

　内面調整は、口縁部直下に斜位のハケメ、

底部付近に横位のハケメが成形段階の調整と

して残存する。成形後、底面には不規則なナ

デを施し、底部直近を横位にナデる。体部の

底部側、下半部は縦位にナデて、口縁部側、

上半部は斜位にナデあげる。口縁部直下の部

分は、さらに横位の斜めナデを施す。

　外面には、まず突帯が貼付されている。次

に、底部から口縁部に向けてハケメを施し、

突帯部から体部上半 1/4 までを斜位のハケ

メで調整する。その後、突帯へのヨコナデが

施される。

　口縁部は、体部への調整作業が内外面とも

に終了した後に、ヨコナデが加えられている。

このヨコナデは 2 段階以上に分かれ、口縁

部外側へのヨコナデが施された後に、口縁部

内側へのヨコナデが施されている。

　黒斑は、内部底面に底部とほぼ同形の円形

を呈し、内壁沿いに直線的に断続した後、口

縁部にも狭小な範囲で認められる。胎土には

砂粒及び雲母を混入する。器面は明褐灰色を

呈し、焼成は堅緻かつ良好である。

SJ3 下甕

　甕形の体部に、発達した鋤先型口縁を有し、

口縁部直下及び体部中位にそれぞれ断面三角

形の 2 条突帯を巡らせる甕棺である。

　 法 量 は、 口 縁 径 77.0cm、 体 部 最 大 径

71.8cm、器高 124.0cm を測る。

　鋤先型口縁は、外側に傾斜し、内外ともに

体部との接合面から直線的に大きく張り出

す。鋤先型口縁の上面には平坦面が形成され

るが、複数の粘土帯により形成されており、

体部との接合部位を境に傾きが変化する。内

側の口縁端部は丸く収め、外側の端部は平坦

面を有する。

　口縁直下は、締まることなく体部に連続す

る。
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　突帯は断面三角形を呈し、2 条 1 単位で口縁部直下

及び体部中位に位置する。口縁直下の突帯は、突出度

が低いが、細くシャープな頂部には稜が形成され、全

体に丁寧なヨコナデが施され、精緻な造りとなってい

る。体部中位の突帯は、突出度が高く、全体に丁寧な

ヨコナデが施され、精緻な造りであるが、頂部は丸く

収まり稜を形成するには至っていない。

　底部は、平底である。ドーナツ状の構造を有し、幅

1.5cm 程の粘土帯が外周を巡り、その内側に親指先程

の幅の凹部が円を描く。底面は不規則にナデられるが、

底面の調整が体部最下部に及ぶことはない。なお、底

面には 1 箇所、肩部が斜めに押圧された部分が認め

られるが、これは焼成前に棺体を移動する際に生じた

凹みであろう。

　内面調整は、ハケメ等、成形段階の調整が基本的に

ナデ消されている。底部から体部中位までは縦位のハ

ケメの後に縦位のナデを施し、中位から 3/4 までは

縦位のハケメをその単位が明瞭に観察できる程度に軽

くナデ消す。3/4 から口縁部までは、成形時のハケメ

痕跡を見出せない程、丁寧に不規則なナデを施し、そ

の後口縁部付近には横位のナデを加えている。

　外面には、底部から体部 1/4 までにハケメが残り、

その上位は不規則なナデが施される。口縁部直下の突

帯と体部中位の突帯との間は、板材を用いたナデ（ハ

ケメは生じていないが、擦痕が残る）を縦位に施し、

体部中位以下とは趣が異なる仕上となっている。いず

れの突帯にも、丁寧なヨコナデが施され、細くシャー

プな仕上としている。

　口縁部は、体部への調整作業が内外面ともに終了し

た後に、ヨコナデが加えられている。このヨコナデは

2 段階以上に分かれ、口縁部外側へのヨコナデが施さ

れた後に、口縁部内側へのヨコナデが施されている。

なお、口縁外側端部は、ヨコナデの際に上下面の粘土

がはみ出し、断面がΣ字型を呈している。

　体部上半部には円形の黒斑、下半部から中位にかけ

て細長い黒斑があり、胎土には砂粒及び雲母を混入す

る。器面は明褐灰色を呈し、本遺跡出土甕棺の中で最

も焼成が堅緻かつ良好である。

SJ4 甕棺

　甕形の体部に、退化した鋤先型口縁を有し、口縁直

下に断面三角形の突帯を 1 条巡らせる甕棺である。

　法量は、口縁径 46.6cm、体部最大径 46.8cm、残

存高 70.5cm、復元高約 75cm を測る。

　鋤先型口縁は、内側に傾斜し、内への突出は低く、

外に大きく張り出す。鋤先型口縁の上面は体部との接

合点付近で凹み、内はほぼ水平に、外は内湾しつつ急

な立ち上がりをみせる。外側の口縁端部は丸く収め、

内側の端部は断面三角形に近い形態をとるものの、稜

を形成するには至っていない。

　口縁直下はしまり、口縁部とは 1.5cm 程の間隔を

置いて 1 条の突帯が巡る。

　突帯は断面三角形を呈し、口縁部直下に位置する。

その突出度は低く、体部との境界もヨコナデによる曲

面で構成され明瞭ではない。突帯の頂部は、やや鈍い

ものの、稜が形成されている。

　底部は欠失しているが、平底と考える。

　内面調整は、口縁部直下から体部最大径までの範囲

には横位のナデ、以下の部分には斜位のナデを施す。

　外面には、まず突帯が貼付されている。次に、突帯

までの体部に斜位のハケメを施し、後に斜位のナデを

加えている。突帯部からその下 10cm 間での範囲に

は、さらにヨコナデが施され、突帯にはヨコナデが最

終調整として加えられる。突帯と口縁部との間には特

に調整を施した形跡は認められないが、結果として突

帯へのヨコナデと口縁部へのヨコナデが空間を埋めて

いる。

　口縁部は、体部への調整作業が内外面ともに終了し

た後に、ヨコナデが加えられている。このヨコナデは、

口縁端部にはナデ痕を生じておらず、ヨコナデの際、

指先に重点的に力が加えられていたことが判明する。

　黒斑は口縁部から体部上半部にかけて存在し、胎土

には黒砂粒が混じる。器面は明黄褐色を呈する。焼成

は、一部、焼き足りない箇所が認められる等、良好と

はいえない。

SJ5 上甕

　鉢形の体部に、退化した鋤先型の口縁部を有し、断

面三角形の突帯を 1 条巡らせ、内面を赤彩した甕棺
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図 92　甕棺実測図 (SJ5)

である。

　 法 量 は、 口 縁 径 59.7cm、 底 径 12.1cm、

器高 35.0cm を測る。

　鋤先型口縁は、外側に傾斜し、内への突出

部は退化し、外へは大きく張り出す。鋤先型

口縁の上面には平坦面が形成されるが、内へ

の突出部をヨコナデする際に多少の凹部を生

じさせている。外側の口縁端部は丸く収め、

内側の端部は断面三角形となり先端に稜を備

える。

　底部はドーナツ状を呈し、幅 1.5cm、高さ

0.2cm 程の高台部が巡る。全体が円形にナデ

調整が施されている。

　内面調整は、成形段階の調整はすべてナデ

消され、底面は不規則なナデが観察される。

底面と側壁面との境は斜めにナデあげ、その

後、底部から体部下方 1/3 までは斜位のナ

デを、1/3 から口縁部までは横位のナデを施

している。

　外面調整も、成形段階の調整はすべてナデ

消されているが、まず突帯が貼付されている。

次に、底部から突帯までは横位のナデ、突帯

から口縁部まではヨコナデが施され、その後、

突帯へのヨコナデが施される。突帯の口縁部

側縁辺はしっかりと体部にナデ付けられてい

るのに対し、底部側の突帯縁辺部には未接着

の紐状痕跡が観察され、体部への最終調整が

正置した状態で施されたことを示している。

　口縁部は、内面は口縁部直下の横位のナデ

の後、外面は突帯から口縁部間へのヨコナデ

の後にヨコナデが加えられている。このヨコ

ナデは少なくとも 2 段階に分かれ、口縁部

外側へのヨコナデが施された後に、口縁部内

側へのヨコナデが施されている。

　黒斑は、外面、内面ともに底部付近に各 1

箇所認められる。胎土には石英、長石、雲母

等の砂粒が混じる。器面は赤褐色を呈し、焼

成は良好である。

　なお、内面には底部から口縁端部までの全

面に赤色顔料が塗布されている。
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　また、鋤先型口縁上部平坦面にも一部、黒色が塗布

されているように観察するが、こちらは判然としない。

SJ5 下甕

　甕形の体部に、発達した鋤先型口縁を有し、体部中

位に断面三角形の 2 条突帯を巡らせる甕棺である。

　法量は、口縁径 72.6cm、体部最大径 73.6cm、残

存高 102.0cm、復元高約 120cm を測る。

　鋤先型口縁は、外側に傾斜し、内外ともに体部との

接合面から直線的に大きく張り出す。鋤先型口縁の上

面には平坦面が形成されるが、複数の粘土帯により形

成されており、体部との接合部位を境に傾きが変化す

る。口縁端部は内外ともに丸く収める。

　口縁直下は、一旦締まるが、その度合いは低い。

　突帯は断面三角形を呈し、2 条 1 単位で体部中位に

位置する。突帯の突出度は高く、頂部は丸く収まり稜

を形成するには至っていない。

　底部は欠失しているが、平底であろう。

　内面調整は、ハケメ等、成形段階の調整が基本的に

ナデ消されている。底部から体部 1/4 までは斜位に

ナデあげ、1/4 から 3/4 程度までは横位のナデ、3/4

から口縁部までは縦位のナデを施す。これら 3 者の

ナデの中では、3/4 から口縁部までに施された縦位の

ナデが最も丁寧である。

　外面は、底部から体部 1/4 までは縦位にナデを施し、

その 1/4 から口縁部までには不規則なナデが施され

る。体部中位の突帯は、ハケメによる成形の後、ヨコ

ナデを施している。下突帯の下側面には、このヨコナ

デが完全には行き渡っておらず、成形時のハケメが残

存している。

　口縁部は、体部への調整作業が内外面ともに終了し

た後に、ヨコナデが加えられている。このヨコナデは

2 段階以上に分かれ、口縁部内側へのヨコナデが施さ

れた後に、口縁部外側へのヨコナデが施されている。

なお、口縁外側端部は、ヨコナデの際に上下面の粘土

がはみ出し、断面がΣ字型を呈している。また、口縁

部内側端部は上端が角を失っている。これは親指を口

縁部上面、その他の指を口縁部下面にあててヨコナデ

した際、手の握りが平坦面の角に影響した結果である

と考えられる。

　体部上半部に円形の黒斑があり、胎土には砂粒及び

雲母を混入する。器面は明褐色を呈し、焼成は良好で

ある。

　なお、体部 1/4 から口縁部直下まで、突帯部分を

除き、黒色顔料が塗布されているように観察するが、

残存状況が悪く判然としない。

SJ8 上甕

　鉢形の体部に、鋤先型の口縁部を有する甕棺である。

　法量は、口縁径 62.6cm、残存高 27.5cm を測る。

　鋤先型口縁は、外側に傾斜し、内へ大きく張り出す

が、外への張り出しは弱い。鋤先型口縁の上面には平

坦面が形成されるが、内への突出部をヨコナデする際

に多少の凹部を生じさせている。口縁端部は、内外と

もに丸く収める。

　底部は欠失しているが、平底であろう。

　内面調整は、成形段階の調整はすべてナデ消されて、

残存部には縦位のナデが観察できるのみである。

　外面調整も成形段階の調整はすべてナデ消されてい

るが、底部側下半には横位のナデ、口縁部側上半には

斜位のナデが施されている。

　口縁部は、内面は縦位のナデの後、外面は斜位のナ

デの後にヨコナデが加えられている。このヨコナデは

少なくとも 2 段階に分かれ、口縁部外側へのヨコナ

デが施された後に、口縁部内側へのヨコナデが施され

ている。

　残存部位に黒斑は観察されず、胎土には石英、長石、

雲母等の砂粒が混じる。器面は橙色を呈し、焼成は良

好である。

　なお、体部外面には一部黒色の箇所が観察され、焼

成後、器表面に黒色顔料が塗布された可能性があるが、

現状では判然としない。

SJ8 下甕

　甕形の体部に、発達した鋤先型口縁を有し、体部中

位に断面三角形の 2 条突帯を巡らせる甕棺である。

　法量は、口縁径 71.0cm、体部最大径 71.8cm、底

径 12.7cm、残存高 157.8cm、復元高約 160cm を測る。

　鋤先型口縁は、外側に緩く傾斜し、内外ともに体部

との接合面から直線的に大きく張り出す。鋤先型口縁
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図 93　甕棺実測図 (SJ8)

の上面には平坦面が形成されるが、体部との

接合部の上面に、若干の凹み部分が生じてい

る。内側の口縁端部は丸く収め、外側の端部

には平坦面を有する。

　口縁直下は、一旦締まるが、その度合いは

低い。

　突帯は断面三角形を呈し、2 条 1 単位で体

部中位に位置する。突帯の頂部は丸く収まり、

稜を形成するには至っていない。

　底部は、平底である。ドーナツ状の構造

を有し、幅 1.5cm 程の粘土帯が外周を巡り、

その内側に円形の粘土板を納め、底部を形

作っている。底面は不規則にナデて、底部側

面には幅 5cm 程の横位のナデを施している。

　器面は、内外面ともアレ（荒れ）が激しく、

調整痕等を観察することが難しい。

　内面調整は、底面を不規則にナデて、底部

と体部との境に幅 5cm 程の横位のナデを施

している。その他の体部は、ハケメ等、成形

段階の調整がナデ消されているようである。

　外面調整は、底部付近は縦位のハケメで成

形した後、不規則なナデを加えている。その

他の体部には不規則なナデが施されるようで

あるが、判然としない。体部中位の突帯には、

ヨコナデが施されている。

　口縁部には、ヨコナデが加えられている。

このヨコナデは 2 段階以上に分かれ、口縁

部内側へのヨコナデが施された後に、口縁部

外側へのヨコナデが施されている模様であ

る。なお、口縁外側端部は、ヨコナデの際に

上下面の粘土がはみ出し、断面がΣ字型を呈

している。

　体部上半部には円形の黒斑があり、胎土に

は砂粒を混入する。器面はにぶい黄橙色を呈

し、焼成は良好である。
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図 94　弥生土器実測図 (SB1)

6-1-2　弥生土器

　弥生土器は貯蔵形態の壺、煮沸形態の甕、供献形態

の高坏を基本とした組成を示し、鉢、ジョッキ形土器、

コップ形土器、器台等がこれに加わる。

　竪穴住居址（SB）では、当時の遺棄の状況や廃屋

儀礼を反映したと推定される多器種、多数の完形品を

出土する遺構も数例検出された。しかし、圧倒的に多

いのは、細片の状態で土器を出土する住居址である。

条溝（SV）では、溝の中位に土器が凝集し、条溝が

一定埋没した時点で土器が廃棄されたものと考えられ

る。また、条溝内に土器が大量に廃棄される地点は数

箇所に特定され、当該箇所では所謂免田式土器や完形

品の出土率が極めて高い。

　以下では、住居址と条溝から出土した弥生土器の大

要を述べ、特徴的な土器を図示する。

　なお、土器群の時期的な様相、免田式土器、ジョッ

キ形土器については別途後述する。
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図 95　弥生土器実測図 (SB2)

壺

　壺は、レンズ状丸底または丸底の底部に卵形の胴部

及び外反する口縁部が付くものと、丸底または平底の

底部に卵形または算盤玉形の胴部を有する長頸壺とが

存在する。算盤玉形の胴部を有する長頸壺には重弧紋

が施されており、所謂免田式土器として著名である。

　壺の法量は、器高 40cm 以上の大型品、器高 25cm

前後の小型品、その他の中型品といった、大中小の 3
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図 96　弥生土器実測図 (SB5)

段階に区分することができる。大型品は、単純口縁、

複合口縁、外反する口縁端部が肥厚して三角形をなす

所謂白川型口縁等、多様な口縁部形態を有する。胴部

は、倒卵形、長胴化した卵形のいずれかである場合が

多く、球形、下膨れの球形となる例も少数ながら存在

する。底部は丸底が多いが、レンズ状丸底、尖底気味

の丸底も含まれる。大型品には、頸部括れ部に突帯を

付すもの、肩部に横位沈線紋、波状紋、コンパス紋等
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図 97　弥生土器実測図 (SB3,8)

の装飾を加えるものがあるが、その多くは複合口縁壺

または白川型口縁壺である。中型品は、大型品のうち

単純口縁を有する例がサイズダウンしたものが主体を

占め、長頸壺のうちでも大型なものが、これに加わる。

小型品は、長頸壺が半数以上を占め、大型品のうち単

純口縁を有する例が小型化したものが、これに加わる。

長頸壺は、頸部には縦位の、胴部には縦位または横位

のミガキが施される。また、頸部括れ部に突帯を付す
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図 98　弥生土器実測図 (SB8)
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図 99　弥生土器実測図 (SB9)
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図 100　弥生土器実測図 (SB10)
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図 101　弥生土器実測図 (SB10)

図 102　弥生土器実測図 (SB11)

158



図 103　弥生土器実測図 (SB12)
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図 104　弥生土器実測図 (SB12)
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図 105　弥生土器実測図 (SB22,23)
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図 106　弥生土器実測図 (SB25)

もの、胴部上半部に横位沈線紋、重弧紋、波状紋等を

施紋するもの、丹塗り等の塗彩を施すもの等、装飾を

加える例が非常に多い。

　壺の製作過程は大・中型品と小型品とで異なる。

　大・中型品はタタキにより胴部を整形し、タタキ痕

を消すようにハケメを施すことが基調であり、さらに

ナデ、ミガキを加える場合もある。胴部上半部は特に

念入りに調整が施され、タタキ痕はほぼ消されている。

胴部下半部はナデ等の調整が粗雑化し、タタキ痕が残

存する例もある。胴部内面は、下半部は底部から上方

に斜位または縦位のハケメでナデ上げ、上半部は斜位

のハケメで整形する場合が一般的である。単純口縁は

縦位のハケメで丁寧に整形し、口縁端部にはヨコナデ

を施す。複合口縁と白川型口縁は、頸部は縦位のハケ

メで丁寧に整形し、口縁部にはヨコナデを施す。白川

型口縁には、口縁部上端または下端に刻目を施す場合

もある。

　小型品は、タタキ痕が観察される例に乏しく、肩部

内面に輪積痕、指頭圧痕が残る例が多い。胴部全体に

ナデが施され、さらにミガキが加わる場合がある。長
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図 107　弥生土器実測図 (SB28)
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図 108　弥生土器実測図 (SB28)

図 109　弥生土器実測図 (SB40,41)
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図 110　弥生土器実測図 (SB37,38)

頸壺は、頸部には縦位の丁寧なミガキが、胴部上半部

には横位の、胴部下半部には斜位のミガキが施される。

算盤玉形の胴部の場合は、胴部下半部の調整が粗雑化

する場合が多く、胴部下半部のミガキが省略される例

も多い。

甕

　甕の最大の形態的特徴は、脚台部を有する台付甕が

主体を占めることである。台付甕は、口縁部はくの字

形を呈し、胴部は卵形であるが、底部にはラッパ形の

円筒脚台が付加される。このような台付甕の類例には、

中部地方の尾張平野を中心に分布する S 字形口縁台付

甕が挙げられるが、脚台部を有すること以外には、形

態、胎土等に類似点はない。

　甕の法量は、脚台部を除く容器部分の高さがおよそ

25 ～ 40cm 程度の甕を中型品として纏めると、中型

165



図 111　弥生土器実測図 (SB46)
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図 112　弥生土器実測図 (SB70,77)
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図 113　弥生土器実測図 (SB75)
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図 114　弥生土器実測図 (SB83)
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図 115　弥生土器実測図 (SB83)

図 116　弥生土器実測図 (SB52,64)
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図 117　弥生土器実測図 (SB84)
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図 118　弥生土器実測図 (SB84)

品より大きな大型品、より小さな小型品といった、大

中小の 3 段階に区分することができる。大型品と中

型品は、ほぼ全数を台付甕が占める。小型品の大多数

は平底、レンズ状丸底または丸底であり、卵形または

球形の胴部にくの字形口縁が付く脚台の無い甕であ

る。小型品には台付甕も含まれるが、僅少例である。

なお、大型品には、口唇部の刻目、頸部の突帯等、装

飾を加える例が少数存在する。

　甕の製作過程は、タタキにより胴部を成形し、その

タタキ痕を消すようにハケメを施すことが基調であ

り、さらにナデを加える場合もある。胴部のタタキは

横位が一般的であり、斜位のタタキは極僅かである。

胴部外面のハケメは縦位に施す場合が多いが、斜位に

施す例もある。ハケメの後、胴部下半のハケメをナデ
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図 119　弥生土器実測図 (SB88)

消す例、ハケメが粗雑化しタタキ痕が残存する例もあ

る。胴部内面はハケメ整形を施す。さらにナデを加え

る場合は、胴部下半部にナデを施す。口縁部は、内面

は横位または斜位のハケメ、外面は縦位のハケメによ

り整形し、後、口縁端部にヨコナデを施している。口

縁端部に平坦面を有する場合も同様で、ハケメにより

平坦面が整形され、ヨコナデが施される。頸部はくの

字形に屈折し、屈折点は明瞭な角を有する。
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図 120　弥生土器実測図 (SB90)
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図 121　弥生土器実測図 (SB92)

　台付甕の場合、胴部、脚台部とも整形した後に両者

を接合し、外部接合面には粘土を付加しハケメ整形を

加え、内部接合面はナデにより調整を施す。脚台部は、

縦位または斜位のハケメにより整形され、端部にはヨ

コナデが加えられる。口縁部と脚台部の製作過程は類

似しており、端部の処理も同様である。
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図 122　弥生土器実測図 (SB92)

176



図 123　弥生土器実測図 (SB92)

高坏

　高坏は、半球形の坏部に鍔状に広がった口縁部が付

き、ラッパ状に裾部が広がる筒形の脚部を有するもの

が多い。この他、口縁部が短く直立して坏部に接続す

る例、脚部が中実化し裾部のみが三角錐状に広がる例、

脚部に窓を穿つ例等も存在する。

　高坏の法量は、口縁部までを含む坏部の直径が

30cm 程度の大型品、同じく直径が 20cm 程度の小型

品といった、大小の 2 段階に区分することができる。

なお、脚部までを含む完形品に乏しいため、器高を含
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図 124　弥生土器実測図 (SB98)

178



図 125　弥生土器実測図 (SB103)

図 126　弥生土器実測図 (SB104)
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図 127　弥生土器実測図 (SB111)
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図 128　弥生土器実測図 (SB111)

めた区分は困難である。

　高坏の製作過程は、坏部と脚部を各自整形した後、

接合する。坏部はハケメで丁寧に整形する。内面には

ナデを加える例が多いが、坏部と口縁部の内面に放射

状のミガキを暗紋として施す例も存在する。半球形の

坏部内面にのみミガキを施す場合は、横位のミガキが

施される。短い口縁部が直立して坏部に接続する例で

は、口縁部にヨコナデが加わる。鍔状に広がった口縁
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図 129　弥生土器実測図 (SB120,123)

部の場合は、口縁端部にヨコナデが加わる例が少ない。

脚部は、外面には丁寧な縦位のハケメ調整を施すが、

内面は斜位のハケメによる整形や粗いナデに止まる場

合が多い。脚部端部にはヨコナデを施す。

鉢

　鉢は、口が開いた容器で、甕に属さないものであ

る。したがって、厳密には多種多様な器種の集合であ

り、貯蔵、供献、調理その他の用途が想定できる。な

お、浅鉢、深鉢の区分でいえば、概ね浅鉢に属し、こ

れに脚台や片口が付されたり、外反する短い口縁部が
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図 130　弥生土器実測図 (SB71,125,127)
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図 131　弥生土器実測図 (SB129)
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図 132　弥生土器実測図 (SB129)

図 133　弥生土器実測図 (SB130)
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図 134　弥生土器実測図 (SB133)
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図 135　弥生土器実測図 (SB133)
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図 136　弥生土器実測図 (SB133)

図 137　弥生土器実測図 (SB105)
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図 138　弥生土器実測図 (SB136)

加わったりしている。

　鉢の法量は、器高 25 ～ 30㎝の大型品、15㎝程度

の中型品、10㎝前後の小型品といった、大中小の 3

段階に区分することができる。大型品は半球形の胴部

に外傾する短い口縁部が付くが、頸部括れ部に突帯を

付す例もある。中型品は球形または半球形の胴部に外

傾する短い口縁部が付くが、無頸のもの、脚台部を有

するものもある。小型品は口縁部を付さない無頸のも

のが多く、坏、埦の類に近い例が多い。また、脚台部

を有する例もある。

　鉢の製作過程は、ハケメによる整形の後でナデによ

る調整が施される場合が多く、ミガキを施す例は乏し

い。小型になるほど丁寧な造りであるが、突帯以外の

装飾が施されることはない。

ジョッキ形土器

　ジョッキ形土器は、円筒形の体部が中位で緩やかに

括れ、平板な底部と帯状の把手を有する。極少数の例
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図 139　弥生土器実測図 (SB138)

外を除くと、精良な胎土と定型化した形態が保持され、

最も個体偏差の少ない土器である。

　ジョッキ形土器の法量は、器高 10cm 未満の小型品、

15cm 以上の大型品、その他の中型品といった、大中

小の 3 段階に区分することができる。大型品、中型

品には、把手に陣笠状の柱頭部を有する例、断面が円

形の把手を有する例、重弧紋を施す例が、数例のみ存

在する。

　ジョッキ形土器の製作過程は、精良な胎土を用いた

板造りを基調としている。底部は正円形に粘土板を切

り、括れた円筒形の胴部と鋭角に接合する。胴部内面

と底部にはハケメ調整が残る場合もあるが、通常は丁

寧なナデが施され、口縁部にはヨコナデが施される。

把手は長方形の粘土板を胴部中位に接合し、接合部に

は若干の粘土を補った後、ナデを加える。

コップ形土器

　コップ形土器は、胴部中位が膨らむ棗形に似た深鉢

形を呈し、器高が 7 ～ 20㎝である。縦位のハケメに

よる整形とナデによる調整が施され、口縁部にはヨコ

ナデが加わる。二子塚遺跡における出土例は、少量で

ある。
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図 140　弥生土器実測図 (SB147)

器台

　器台は、口縁部、底部ともにラッパ状に広がり、底

部径が口径よりも大きい。器高は 16cm 程度であり、

高坏脚部と近似した値を示す。縦位または斜位のハケ

メ調整が施され、タタキ痕は残存していない。二子塚

遺跡における出土例は、僅少である。
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図 141　弥生土器実測図 (SB152)
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図 142　弥生土器実測図 (SB152)
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図 143　弥生土器実測図 (SB152)
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図 144　弥生土器実測図 (SB152)

図 145　弥生土器実測図 (SB161)
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図 146　弥生土器実測図 (SB155)
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図 147　弥生土器実測図 (SB155)

図 148　弥生土器実測図 (SB159)
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図 149　弥生土器実測図 (SB156)
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図 150　弥生土器実測図 (SB160)
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図 151　弥生土器実測図 (SB160)
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図 152　弥生土器実測図 (SB160)

図 153　弥生土器実測図 (SB198,201)
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図 154　弥生土器実測図 (SB162)
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図 155　弥生土器実測図 (SB162)
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図 156　弥生土器実測図 (SB162)
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図 157　弥生土器実測図 (SB164)
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図 158　弥生土器実測図 (SB164,165)

図 159　弥生土器実測図 (SB173)
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図 160　弥生土器実測図 (SB166)
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図 161　弥生土器実測図 (SB166)
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図 162　弥生土器実測図 (SB168)
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図 163　弥生土器実測図 (SB170)
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図 164　弥生土器実測図 (SB175)
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図 165　弥生土器実測図 (SB175,177,178,179)

図 166　弥生土器実測図 (SB185)
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図 167　弥生土器実測図 (SB185)
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図 168　弥生土器実測図 (SB185)
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図 169　弥生土器実測図 (SB185)
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図 170　弥生土器実測図 (SB183)
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図 172　弥生土器実測図 (SB184)

図 171　弥生土器実測図 (SB180,183)
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図 173　弥生土器実測図 (SB186)
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図 174　弥生土器実測図 (SB186)

図 175　弥生土器実測図 (SB191)
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図 176　弥生土器実測図 (SB190)
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図 177　弥生土器実測図 (SB192)
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図 178　弥生土器実測図 (SB192)
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図 179　弥生土器実測図 (SB192)
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図 180　弥生土器実測図 (SB192)
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図 181　弥生土器実測図 (SB193)
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図 182　弥生土器実測図 (SB193)
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図 183　弥生土器実測図 (SB193)
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図 184　弥生土器実測図 (SB193)
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図 185　弥生土器実測図 (SB193)
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図 186　弥生土器実測図 (SB197)
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図 187　弥生土器実測図 (SB197)
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図 188　弥生土器実測図 (SB197)
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図 189　弥生土器実測図 (SB197)

図 190　弥生土器実測図 (SB205)
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図 191　弥生土器実測図 (SB202)
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図 192　弥生土器実測図 (SB203)
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図 193　弥生土器実測図 (SB203)
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図 194　弥生土器実測図 (SB203)
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図 195　弥生土器実測図 (SB203)
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図 196　弥生土器実測図 (SB204)
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図 197　弥生土器実測図 (SB204)

図 198　弥生土器実測図 (SB212)
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図 199　弥生土器実測図 (SB212)
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図 200　弥生土器実測図 (SB210)
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図 201　弥生土器実測図 (SB211)
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図 202　弥生土器実測図 (SB211)
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図 203　弥生土器実測図 (SB213)
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図 204　弥生土器実測図 (SB214)
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図 205　弥生土器実測図 (SB215,216)
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図 206　弥生土器実測図 (SB222,223,224,233,263)
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図 207　弥生土器実測図 (SB217)

249



図 208　弥生土器実測図 (SB217)
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図 209　弥生土器実測図 (SB217)
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図 210　弥生土器実測図 (SV)

252



図 211　弥生土器実測図 (SV)
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図 212　弥生土器実測図 (SV)

254



図 213　弥生土器実測図 (SV)
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図 214　弥生土器実測図 (SV)
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図 215　弥生土器実測図 (SV)

6-1-3　特殊土器

　弥生土器には通用の土器群の他、手捏ね土器、ミニ

チュア土器、土器表面に線描画を付した土器等、出土

例が非常に稀な土器が存在する。その例を以下に記す。

手捏ね土器

　2181 は、赤彩された手捏ね土器である。SB206 か

ら出土し、口径 2.0cm、器高 3.8cm を測る。体部下

半が丸みを帯び器壁が厚いのに対し、体部上半部は円

筒形を呈し器壁も薄い。また、体部中位において括れ

部が観察できることから、壷を模したものと考えられ

る。なお、外面全体及び内面の上半部に赤色顔料を塗

布している。この赤色顔料は、肉眼観察の結果、ベン

ガラであると考える。
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図 216　特殊土器実測図 ( 手捏ね土器 , ミニチュア土器 )

ミニチュア土器

　2183 はミニチュア土器である。出土地点情報は失

われている。口径 3.0cm、器高 7.3cm を測る。口縁

端部を丸く収め、頸部に段を有し、下半部に最大径を

もつ筒形の体部にレンズ状の丸底を備える。外面は、

体部に縦位のハケメを施し、底部はナデ、口縁部には

ヨコナデを施す。内面は全面ナデ調整である。体部と

口縁部が明瞭に区別された造作であることと、レンズ

状の丸底を有することから、壷を模したミニチュア土

器であると考えられる。

　2179 は、体部に線描を施したミニチュア土器であ

る。SB183 から出土し、器高 8.1cm、体部最大径 7.0cm

を測る。底部は丸底を呈し、卵形の体部全面に櫛描褶

曲線が描かれている。体部形態から壷を模したミニ

チュア土器であると考えられる。

　1742 は重弧紋を施すミニチュア土器である。SB25

から出土し、器高 6.8cm、底径 3.5cm を測る。底部

は平底で、体部は中位で算盤玉状に屈曲する。体部外

面にはハケメを施し、後、体部上半をナデる。体部上

半部には櫛描紋様が施紋されている。体部中位の屈曲
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図 217　特殊土器実測図 ( 描画土器 )

部を底辺として、沈線 5 条からなる重弧紋が 11 単位

めぐり、頸部直下には上位から横位沈線紋、波状沈線

紋がめぐる。横位沈線紋は、重弧紋と同じ施紋具を用

いて描かれている。体部形態と紋様から、所謂免田式

土器を模したミニチュア土器であると考えられる。

描画土器

　2182 はコマ型土器である。出土地点情報は失われ

ている。口径 4.6cm、器高 6.9cm を測る。底部は尖

底気味の丸底で、口縁端部は丸く収める。体部外面は

丁寧な横位ミガキが施され、内面はナデ、口縁部には

ヨコナデを施す。施紋にはヘラ描き沈線が用いられて

いる。体部最大径部分に横位の沈線を 1 条施し、そ

の上下に連続した山形紋を描きこむ。紋様の割付は稚

拙であり、山形の大きさは一定せず、上位の山形紋様

帯の中には山形が重複している部分も存在する。底部

から口唇部までの体部外面には赤色顔料が塗布されて

いる。この赤色顔料は、肉眼観察の結果、良質のベン

ガラであると考えられる。

　2180 は、体部上半部に線描を施した小型壷である。
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図 218　土製品実測図 ( 柄杓形土製品 )

SB183 から出土し、口径 5.3cm、器高 8.0cm、体部

最大径 8.4cm を測る。底部は丸底を呈し、体部は中

位で算盤玉状に屈曲する。体部はハケメにより成形し、

後、体部上半にはナデを施す。頸部は板材でナデあげ、

口縁部にはヨコナデを施す。体部上半部にはヘラ描き

沈線を用いた施紋が成されている。体部上半部を紋様

の施紋域とし、横位の沈線 1 条で上下に 2 分割した後、

沈線より上部に連続した弧紋を通常 2 単位、一部 3

単位が重なるように描きこむ。沈線より下部には斜線

を用いて連続した山形紋を巡らせる。

　263 は、甕の頸部直下に「稲穂」を線描した例である。

SB88 から出土し、口径 22.8cm を測る。口縁端部に

は平坦面を有しハケメにより成形し、口縁部をヨコナ

デする。頸部直下に縦線 1 条に斜線 3 条ほどが接す

る線画がヘラ描き沈線を用いて描かれている。これは

縦線はイネの茎、斜線は穂に該当し、稲穂を表現して

いるものと考えられる。当該土器では、稲穂 2 本が

重なって描かれていることとなる。

　1026 は、壷の体部上半部を紋様帯として線画を付

した例である。SB183 から出土し、口径 8.5cm、器

高 18.7cm を測る。体部下半に最大径をもつ丸底の壷

で、内面はハケメ調整を施し、外面はミガキの後、体

部上半部に山形の複線、波形の褶曲線等をヘラ描き沈

線を用いて描きこむ。山形は 5 条の沈線で構成される。

波形は、まず山形の右横に 5 条の沈線で構成される

波形が描かれ、さらに右横に 2 条の沈線で構成され

る波形が上下に 2 単位併走する。

6-1-4　土製品

　土製品は、柄杓形土製品、土錘、紡錘車及び銅鐸形

土製品が出土している。

柄杓形土製品

　2212 は 柄 杓 形 土 製 品 で あ る。 円 形 の 掬 い 部 に

彎曲した丸柄が付き、SB190 から出土した。総長

10.1cm、掬い部の幅 7.6cm、深さ 2.8cm、厚さ 0.5cm、

柄の長さ 4.5cm、直径 1.5cm を測る。成形はハケメ

によりなされ、後、柄にはミガキが加えられている。

土錘

　2213 ～ 2218 は土錘である。いずれも直径 3cm

程の土玉に直径 0.3cm の孔を焼成前に穿ち、手捏

ねにより成形し、表面は平滑に仕上ている。2213

は、SB79 から出土し、幅 2.9cm、高さ 3.1cm、重さ

20.9g、孔径 0.3cm を測る。2214 は、SB194 から出

土し、幅 3.5cm、高さ 3.1cm、重さ 33.8g、孔径 0.3cm

を測る。2215 は、SB115 から出土し、幅 3.3cm、高

さ 2.9cm、重さ 23.6g、孔径 0.3cm を測る。2216 は、

SB115 か ら 出 土 し、 幅 3.1cm、 高 さ 2.9cm、 重 さ

20.8g、孔径 0.3cm を測る。2217 は、SB197 から出

土し、幅 3.2cm、高さ 2.6cm、重さ 21.2g、孔径 0.3cm

を測る。2218 は、SB247 から出土し、幅 3.8cm、高

さ 2.9cm、重さ 32.3g、孔径 0.3cm を測る。

　なお、土錘の分布は、群をなさず、遺跡中央部にお

いて東西方向に直線的に分布している点に特徴があ

る。この分布は、網製品として遺存していたのではな

いこと、古代の掘立柱建物の外辺部に分布しているこ

と、弥生時代の遺構とは関連性が低いことを示してい

る。以上からは、弥生時代の遺物とする積極性が薄れ、

古代の遺物が弥生遺構に混入した結果である可能性が

生じるが、ここでは調査時の所見に基き弥生時代の遺

物として取り扱った。
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図 219　土製品実測図 ( 土錘 , 紡錘車 , 鐸形土製品 )

紡錘車

　2219 は紡錘車である。Q8grid Ⅲ層から出土し、

直径 6.5cm、厚さ 1.5cm、孔径 0.6cm を測る。断面

が台形状を呈する円板に、焼成前に軸孔を穿っている。

鐸形土製品

　1787 は、鐸形土製品の頂部から身の上端にかけて

の破片である。裁頂円錐形を呈し、先端部に平面を作

りつける。先端部から 0.5cm 下位に直径 0.2cm の孔

を穿ち、鈕としている。破片の下半部は中空となって

おり、鐸身にあたるのであろう。残存部をみる限り、

横断面が扁平なレンズ形を成さずに円形を呈し、鈕と

鐸身とが一体となって成形され、鰭、紋様等は付され

ていない。SB11 から出土した。

6-2　石器・石製品

6-2-1　磨製石鏃

　5001 ～ 5005 は、緑色粘板岩製の磨製石鏃である。

　5001 は SB4 から出土し、長さ 2.5cm、幅 1.2cm、

厚さ 0.2cm を測る。折損のため、基部形態が不明で

ある。

　5002 は SB20 から出土し、長さ 5.9cm、幅 1.7cm、

厚さ 0.3cm を測る。基部形態は不明である。

　5003 は SB23 から出土し、長さ 2.8cm、幅 1.7cm、

厚さ 0.3cm を測る。全長と幅がほぼ等しい三角形鏃

である。先端にはややふくらがあり、基部はわずかに

湾曲する凹基である。一方の面は刃部に沿う稜線が形

成されるように丁寧に研がれているが、もう一方の面

には規則的な研ぎがみられない。素材剥片の特徴を残

しているのか、製作時あるいは使用によって表面が剥

落した石鏃がそのまま再生されたのか、いずれかの理

由によるものであろう。

　5004 は SB223 から出土し、長さ 3.7cm、幅 1.4cm、

厚さ 0.2cm を測る。全長が幅に比して長くなる長三

角鏃である。刃部は先端から基部まで、ほぼ直線的に

形成され、基部は直線的な凹基を呈する。両面ともに

先端部分と両側縁に沿った稜線が明瞭に認められる。

　5005 は SB244 から出土し、長さ 4.2cm、幅 1.5cm、

厚さ 0.2cm を測る。5004 と同様な長三角鏃であるが、

先端にややふくらがあり、かつ基部が平基である点で

異なっている。鏃身の中位から先端側に最大幅が存在

し、基部にむけてわずかに幅を減じていく。表裏の研
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図 220　弥生石器実測図 ( 磨製石鏃 )

ぎは 5003、5004 に比して雑であり、稜線が定まっ

ていない。

6-2-2　磨製石斧

　5006 ～ 5009 は、磨製石斧である。いずれも欠損

している。

　5006 は両刃石斧の体部破片である。SB39 から出

土した。

　5007 は SB229 から出土し、長さ 11.4cm、幅 6.3cm、

厚さ 3.5cm を測る。基部が欠損した両刃石斧である。

刃部はわずかな刃こぼれを除き完存しているため、使

用中に基部のみが欠損して石斧としての機能を終えた

ものと推測される。刃部付近の両側面には敲打痕が認

められ、部分的に剥離を生じている。これは敲打具と

して再利用された際に残されたものと考えられる。

　5008 は SB232 から出土し、長さ 10.2cm、幅 4.9cm、

厚さ 3.6cm を測る。刃部と基部が欠損した両刃石斧

である。基部方向からの広い剥離面が認められ、使

用による欠損の痕跡と考えられる。両面に敲打痕が広

がっているが、5007 とは異なり、集中的には認めら

れない。

　5009 は SB239 から出土し、長さ 6.1cm、幅 5.7cm、

厚さ 2.2cm を測る。扁平な両刃石斧である。素材礫

自体が薄く、一方の側縁に認められるわずかな湾曲も

素材の形状を反映している。

　熊本地域における弥生時代後期の両刃石斧あるい

は蛤刃石斧は、敲打、研磨以前の段階に片面に広い

平坦面を形成するような素材調整が行われるため、身

部の横断面形がしばしば蒲鉾型に近い形状を呈する。

5007､ 5008 もその特徴を有している。それに対し

5009 はほとんど素材の調整をしないまま製作されて

おり、遡る時期の石器である可能性が高い。
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図 221　弥生石器実測図 ( 磨製石斧 , 石庖丁 , 手持砥石 )
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図 222　弥生石器実測図 ( 打製石鍬 )

6-2-3　石庖丁

　5010 ～ 5012 は粘板岩製の磨製石庖丁である。完

形品 1 点、欠損品 2 点の計 3 点が出土したが、いず

れも旧状は 2 孔を穿つ直背弧刃の石庖丁であり、使

用によって刃部形態が変化したものである。

　5010 は SB4 から出土し、長さ 6.0cm、幅 3.9cm、

厚さ 0.5cm を測る。半分程度を欠損している。

　5011 は SB13 から出土し、長さ 13.5cm、幅 5.2cm、

厚さ 0.7cm を測る。完形品であり、一方の幅が狭く

なっている。狭くなっている部分には刃部以外に、研

ぎによって生じた数条の弱い稜線が認められる。この

幅が狭い部位の方が主に使用され、研磨による刃の再

生が行われたことを示している。

　5012 の出土地点情報は失われている。長さ 9.2cm、

幅 4.3cm、厚さ 0.6cm を測る。半分程度を欠損して

いる。

6-2-4　手持砥石

　5013 は手持砥石である。SB204 から出土し、長さ

3.9cm、幅 1.8cm、厚さ 0.7cm を測る。

6-2-5　打製石鍬

　5101 ～ 5102 は、打製石鍬である。

　5101 は安山岩製の打製石鍬で、出土地点情報は失

われている。長さ 12.4cm、幅 6.9cm、厚さ 2.2cm を

測る。一方の端部を欠くものの、身の中程に最大幅を

もち端部にかけて細くなる形態であったと考えられ

る。両面ともに広く素材面を残し、加工剥離痕は縁辺

のみに認められ、石器の主軸部まで及んでいない。

　5102 は SB185 から出土し、長さ 11.9cm、幅 5.1cm、

厚さ 1.8cm を測る。緑泥片岩製の完形品で、5101 と

同様、両面に素材面を広く残している。基部より刃部

がやや広い形態である。

6-2-6　磨石

　磨石は砂岩系の円礫を素材とした拳大から掌大の礫

器で、滑らかな磨面を有する石器である。この磨石の

うち、一面あるいは両面の磨面中央部に 1cm 未満の

敲打による凹部を有するものは敲石としても用いられ

たと考えられるため、凹部付磨石として細分した。な

お、磨石の中には、磨り面または側面に叩痕または剥

落痕を有し叩石としても使用されたもの、被熱痕を有

するものが多数含まれ、赤色顔料が付着したもの、鉄

錆が付着したものが少数含まれている。

凹部付磨石

　5201 ～ 5219 は、凹部付磨石である。

　凹部付磨石は、磨り面中央部付近に深さ 1cm 未満

の凹部を有している。この凹部はボウル状の断面を呈

し、凹部内には敲打痕が明瞭に残る。凹部の大きさは

大小さまざまで一定ではない。
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図 223　弥生石器実測図 ( 凹部付磨石 )
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図 224　弥生石器実測図 ( 凹部付磨石 )

　5206 及び 5214 は両磨り面に凹部があり、両面

をドングリ叩き面として使用したものと考えられる。

5207 は側面に砥石面と考えられる著しく平滑な部分

が存在し、破断面も残存していることから石皿又は台

石の破片からの転用品と考えられる。凹部自体は礫中

央部に存在していることから、凹部付磨石としては完

形品である。5211 の側面は敲打により平滑化され、

長軸の上下端は凹状を呈する。5213 の側面には敲打

痕が強く残る。

　叩石の用途も兼ねる例は、5203、5205、5208、

5212、5213、5219 の 6 例である。これらは側面の

長軸上下端部に敲打痕を有する平坦面または凹面が形

成されており、当該部分を叩き面としても使用したも

のと考えられる。

　 被 熱 痕 を 有 す る 例 は、5203、5204、5205、

5210、5212、5214、5215、5217、5219 の 9 例

である。5205 は下面が受熱のため赤変し、その一部

が剥離している。5210 は側面全体に黒色の煤が付着

している。5219 は、黒色に変色している。

　鉄錆が付着した例は、5208 の 1 例である。
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図 225　弥生石器実測図 ( その他の磨石 )
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図 226　弥生石器実測図 ( その他の磨石 )
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図 227　弥生石器実測図 ( その他の磨石 )
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図 228　弥生石器実測図 ( その他の磨石 )
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図 229　弥生石器実測図 ( その他の磨石 )
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その他の磨石

　5220 ～ 5277 は、その他の磨石である。

　磨石は、円礫に 1 面または 2 面の滑らかな磨り面

が付されたものである。中には角型を呈する磨石もあ

るが、これは円礫の側面を敲打加工して角型としてお

り、角礫を磨石とした例は認められない。なお、円型

の磨石であっても側面に敲打加工痕が残存する例があ

る。また、磨り面は、石皿と磨石を用いた粉砕行為に

よる摩擦によって形成されたと考えられる。

　5220 は磨り面中央部に僅かに敲打痕が存在する

が、他の凹部付磨石の凹部とは規模において異なる。

5221、5224、5226、5227、5234、5235、5255、

5257、5269、5270、 の 側 面 に は 敲 打 痕 が 残 る。

5239 は側面に敲打痕が少々残存している。

　叩石の用途も兼ねる例は、5222、5224、5253、

5261、5265、5272、5274 の 7 点である。側面の

長軸上下端部に叩痕が顕著に認められ、当該部分を

叩き面としても使用したものと考えられる。この他、

5225、5226、5234、5235、5239、5251、5253、

5255、5257、5276 の 10 点も側面の長軸上下端部

に叩痕が認められる。

　赤色顔料が付着した例は、5223、5225、5251、

5262 の 4 例である。5223 は磨り面上方中央部に、

5225 は縁辺部に赤色顔料が付着している。5251 は

側面に赤色顔料がみられ、黒く煤で汚れている部分が

多い。5262 は赤色顔料が付着している。

　 被 熱 痕 を 有 す る 例 は、5222、5225、5228、

5229、5231、5239、5240、5242、5247、5253、

5255、5270、5272、5275、5276 の 15 点 で あ

る。5247 は中央部が黒っぽくその周りが、やや赤変

し、5251 は側面に朱（赤色顔料？）がみられ、黒

く煤で汚れている部分が多い。5270 は片面が黒変

し、5243 はところどころに炭化物の付着がみられる。

5275 の片面には炭化物が付着している。

　5201 は SB6 出 土、5202、5203 は SB11 出 土、

5204 は SB16 出 土、5205 は SB18 出 土、5206 は

SB37 出 土、5207 は SB46 出 土、5208 は SB92 出

土、5209、5210 は SB90 出土、5211 は SB154 出土、

5212 は SB160 出土、5213 は SB170 出土、5214 は

SB194 出 土、5215 は SB206 出 土、5216 は SB207

出土、5217 は SB220、27 出土、5218 は SB223 出土、

5219 は SB234 出 土、5220 は SB2 出 土、5221 は

SB6、12 出土、5222 は SB15 出土、5223 は SB16 出土、

5224 は SB19 出 土、5225 は SB22 出 土、5226 は

SB23 出 土、5227 は SB25 出 土、5228 は SB32 出

土、5229、5230 は SB39 出 土、5231 は SB38 出

土、5232 は SB43 出土、5233 は SB45 出土、5234

は SB48 出土、5235 は SB58 出土、5236 は SB64 出

土、5237 は SB67 出土、5238 は SB68 出土、5239

は SB70 出 土、5240 は SB75 出 土、5241 は SB89

出土、5242 は SB93 出土、5243、5244 は SB84 出

土、5246 は SB92 出 土、5247、5248 は SB103 出

土、5249 は SB106 出土、5250、5251 は SB110 出

土、5252、5253 は SB113 出土、5254 は SB120 出土、

5255 は SB122 出土、5256 は SB138 出土、5257 は

SB166 出土、5258 は SB136 出土、5259 は SB148

出 土、5260、5261 は SB155 出 土、5262 は SB156

出 土、5263 は SB166 出 土、5264 は SB170 出 土、

5265 は SB182 出 土、5266、5267 は SB192 出 土、

5268 は SB188 出土、5269 は SB203 出土、5270 は

SB204 出 土、5271 は SB206 出 土、5272、5273 は

SB220 出 土、5274 は SB228 出 土、5275 は SB234

出土、5276 は SB255 出土、5277 は SB133 出土で

ある。

6-2-7　石皿

　5301 ～ 5366 は石皿である。

　石皿は、作業場の床に据え置いて使用された、平板

な大型石器である。砂岩系の礫が採用された例が多く、

片面または複数の面に磨石等を用いた粉砕行為によっ

て形成された平滑な磨り面が付されている。

　なお、石皿には磨り面の一部に顕著な凹部を有する

例、砥石として使用されたと考えられる著しく平滑な

面が存在する例、赤色顔料が付着した例、被熱痕を有

する例もある。

形態及び法量

　石皿の平面形は、一方の軸長あるいは径長が長い略

長方形または略楕円形を呈するもの、略方形または略

円形を呈するもの、及びその他不整形のものに分類す
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ることができる。石皿の側辺部は、未調整のまま原礫

面を残すものが多く、敲打による調整を加えられた場

合でも若干の調整にとどまっている。原石の側辺部に

大幅な加工を施さないことが、正多角形等の整った形

態を呈しない石皿が多数であることの原因であろう。

すなわち、原石の形態が概ね石皿の形態となっている

訳である。

　石皿の断面形は、概ね長方形を呈するが、いずれも

磨り面が長辺となり、側辺部が湾曲した短辺となる。

これは、石皿の原石に平板な礫を用い、礫の平板な面

には磨り面を形成し、礫の側辺部には加工を施さず原

礫面の形態そのままを残した結果である。石皿の中に

は、断面形が長方形を呈することなく、三角形または

不整形なものが存在する。また、長辺 2 辺も必ずし

も平行とはならず、結果として、断面形が台形を呈す

るものも存在する。このことから、石皿には、木材、

礫等、他の部材からなる台部、支持部等が組み合わさ

り、石皿の安定性と磨り面の角度とが保持されていた

ものと考えられる。断面が不整形なものは、作業床の

凹部等、地中に埋め込むことにより使用された場合も

あったのであろう。

　石皿の法量は、長さは 20cm 程度から 50cm 程度

まで、幅は 15cm 程度から 40cm 程度まで、厚さは

5cm 程度から 20cm 程度までの値をとる。各法量値

を 10cm 単位で区切り、出現頻度を求めた場合、いず

れも一峰性の正規分布を示す。欠損部の有無を考慮し

ない場合の平均値は、長さ 30cm 程度、幅 25cm 程度、

厚さ 10cm 程度であり、各法量値の最頻値と概ね一

致する。すなわち、石皿は、30cm × 25cm 程度の中

型石皿が最も多く、各法量値は中型品から漸移的に大

型化または小型化し、大型化または小型化するほどそ

の数量を減じている。また、大型化すれば幅、厚さも

増加し、小型化すれば幅、厚さも減少するといってよ

い。最大長 50cm 程度との数値は、大人が 1 人で抱

えることが出来る大きさの礫が、原石として採用され

る限界であったことを示しているのであろう。

磨り面

　石皿の磨り面は、表裏 2 面を有する例が多い。磨

り面は概ね平面を呈しているが、5314 のように磨り

面が湾曲する例、5334、5347 のように全体が磨り

臼のように極端に窪むものもある。平坦な磨り面は、

石皿の使用が進むにつれ湾曲の度合いを強めるものと

推測できるが、全体が磨り臼のように極端に窪む石

皿は、磨石等の組み合わさる道具や、磨る、搗く等、

使用方法が異なっていた可能性が存在する。ただし、

5341 のように平坦な磨り面中に磨り臼のような窪み

が形成される途中と考えられる例もあり、様相は複雑

といわざるを得ない。また、大型の石皿には、5333、

5345 のように磨り面の縁辺部に敲打痕を有する例が

あり、5342 のように当該敲打痕が一部分にのみ存在

する例もある。これらについても、磨石、敲石等、組

み合わさる道具や、磨る、搗く等、使用方法が異なっ

ていた可能性が高い。

凹部付石皿

　5302、5316、5321、5322、5334、5347、5349 は、

磨り面の一部に顕著な凹部を有する石皿である。

　二子塚遺跡出土の石皿の磨り面は、必ずしも均一な

平滑面ではなく多少の凹凸を有しているが、なかでも

顕著な凹部が認められるのは上記 7 点である。5302、

5316、5321、5322、5334 は磨り面中央部にボウ

ル状の凹部が、5347 は磨り面に連続した 3 つの凹部

と独立した 1 つの凹部が、5349 は磨り面縁辺部付近

に 2 つの凹部が存在する。いずれの凹部も内面は滑

らかであり敲打痕等は認められない。この凹部は、ほ

ぼ正円形の浅い皿状を呈し、その直径は 5302 例の 7.2

㎝から 5321 例の 12.4㎝まで、平均 9.5㎝程度である。

磨石、敲石等の使用により生じたと考えられるが、そ

の場合、平面形が円形で直径 7 ～ 8㎝程度の道具が組

み合わさることとなる。このサイズは、磨石では小型

品、敲石では棒状で先端部が丸い杵石が該当する。な

お、5337、5340、5341、5351 は窪むほどではな

いが略円形の磨り面が形成されている。この部分は凹

部の形成途中の姿であり、石皿の使用が進行するにつ

れ明瞭な凹部が形成されるものと推測される。

砥石付石皿

　石皿には、粉砕の用途の外、砥石としても用いられ

た例がある。
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図 230　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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図 231　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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図 232　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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図 233　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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図 234　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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図 235　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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図 236　弥生石器実測図 ( 石皿 )
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　5313、5321、5330、5333、5363 には、断面が

Ｖ字形を呈し、極めて細く、深い溝が、石皿の縁辺部

に存在する。この溝は、鉄製の刀子、鉇等の刃部をさ

らに薄く仕上げるときに形成された痕跡であろう。自

家で利器の調整が行われた証左と見ることができよ

う。なお、5313、5333 は、表面裏面共に火を受け

赤変し、脆くなっている。

　5323、5335、5340、5353 ～ 5366 は、石皿の主

な磨り面に比して著しく平滑な面を側辺部に有する。

この平滑な面は、砥石として使用された面であると考

える。5362 は仕上砥、5354、5361、5363 は中砥、

その他は荒砥に該当する砥石面である。典型的な例と

して 5366 が挙げられるが、5366 は石皿の両面を磨

り面として使用した後、石皿を半割し、石皿の側辺部

を砥石として使用し、さらに半割面をも砥石の用に供

している。

赤色顔料付石皿

　5335、5338、5355、5359、5362 は赤色顔料が

付着した石皿である。

　赤色顔料の付着部は、一様ではなく、磨り面、側辺

部のいずれにも付着している。また、上記 5 例はい

ずれも住居址出土品であるが、出土住居址において

赤色顔料が検出された例は 5355 の 1 例のみである。

このことから、石皿の廃棄に際して住居址内の赤色顔

料が付着した例の存在は、考慮しなくてよい。したがっ

て、磨り面に付着し、かつ、出土住居址内において赤

色顔料が検出されなかった多くの例は、当該石皿が赤

色顔料の生産または使用に際した加工等に用いられた

ものと考えてよい。

被熱痕付石皿

　5304、5310、5313、5316、5327、5333、

5336、5337、5339、5340、5349、5351 は被熱痕

を有する石皿である。火を受けた部分は赤変し、表

面が剥離している。5304、5310、5313 は炭化材が

検出された住居址から出土し、5327、5339、5340

は焼土が検出された住居址から出土した。その他

5316、5333、5336、5337、5349、5351 は、炭化

材、焼土等を伴わずに出土している。強い火を受けた

痕跡が検出されていない出土遺構から、被熱痕を有す

る石皿が出土した例が確実に存在するため、石皿自体

の使用に際して、強い火を伴う場合があったことが想

定できる。

石皿の用途

　従来、石皿は、縄紋時代にドングリ等の堅果類、ワ

ラビ等の根茎類の製粉に用いられた道具であると考え

られてきた。

　二子塚遺跡では、弥生時代にも石皿が多く使用され

ていたことが確認された。そして、単に磨り面を使用

するだけではなく、凹部を形成するような複合的な石

皿の使用がなされていたことが確認された。さらに、

砥石、赤色顔料、被熱痕等が付いた石皿が存在するこ

とから、当該石皿は鉄器、赤色顔料等の処理にも用い

られたことが想定される。

　石皿の特徴は、硬質で平滑な広い作業面を有するこ

とである。これらの特徴は、赤色顔料等の粉砕といっ

た、堅果類、根茎類等、食物以外の材料の粉砕という

用途を生成した。また特徴の一部である石皿の硬さと

肌理の度合い等は、鉄器の砥石という粉砕以外の用途

を生成している。この他、石皿には、被熱痕が残存す

るほど強い火を用いる作業も想定することができ、こ

の場合、硬質で広い作業面を有する特徴が関係したも

のと考えられる。

　二子塚遺跡における石皿には、一般的に考えられて

いる食物処理の用途以外に、食物以外の粉砕、鉄器の

砥石としての用途、そして、もっと広く作業台として

の用途が与えられていたと考えられる。同様な例は、

近年、阿蘇郡久木野村の西一丁畑遺跡、小無田鶴遺跡

等、阿蘇地域に所在する弥生時代後期の遺跡で確認さ

れており、一定の地域的広がりを伴った現象であると

考えられる。

　5301 は SB3 出 土、5302 は SB4 出 土、5303 は

SB9 出 土、5304 は SB16 出 土、5305 は SB20 出

土、5306 は SB23 出 土、5307、5308 は SB29 出

土、5309 は SB30 出土、5310 は SB46 出土、5311

は SB71 出土、5312 は SB88 出土、5313、5314 は

SB98 出 土、5315、5316 は SB111 出 土、5317 は

SB150 出 土、5318 は SB160 出 土、5319、5320、
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図 237　弥生石器実測図 ( 砥石 )
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図 238　弥生石器実測図 ( 砥石 )
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図 239　弥生石器実測図 ( 砥石 )
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図 240　弥生石器実測図 ( 砥石 )
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5321 は SB166 出 土、5322 は SB168 出 土、5323

は SB175 出 土、5324 は SB177、178、179 出 土、

5325 は SB198 出土、5326 は SB203 出土、5327 は

SB204 出 土、5328 は SB211 出 土、5329、5330 は

SB212 出 土、5331 は SB213 出 土、5332 は SB219

出 土、5333 は SB220 出 土、5334、5335 は SB221

出 土、5336 は SB234 出 土、5337 は SB236 出 土、

5338、5339、5340 は SB243 出土、5341 は SB254

出土、5342 は SB20 出土、5343、5344 は SB9 出土、

5345 は SB22 出土、5346 は出土地点不明、5347 は

SB16 出土、5348 は SB31 出土、5349 は SB120 出土、

5350 は SB187 出 土、5351 は SB197 出 土、5352

は SV 出土、5353 は SB23 出土、5354 は SB70 出土、

5355 は SB77 出 土、5356 は SB123 出 土、5357 は

SB148 出 土、5358 は SB161 出 土、5359、5360、

5361 は SB184 出土、5362 は SB188 出土、5363 は

SB191 出 土、5364 は SB203 出 土、5365 は SB222

出土、5366 は SB263 出土である。

6-2-8　砥石

　5401 ～ 5426 は砥石である。

　砥石は、その研ぎ面の肌理により、仕上砥、中砥、

荒砥に分類した。5406、5410、5420、5422 は仕上砥、

5404、5414 は荒砥、その他は中砥である。

砥石の種類

　仕上砥は、肌理が細かく、極めて滑らかな研ぎ面を

有する砥石である。4 点を図示したが、砥石の中では

比較的小型から中型の部類に収まる大きさである。な

お、5406 は所謂天草石であり、最も肌理が細かく上

質な砥石の部類に入る。

　荒砥は、肌理が粗いものを充てた。2 点を図示した

が、5404 は石皿からの転用品であり、5414 もその

可能性が高い。

　中砥は、仕上砥、荒砥の双方に分類できないものを

一括した。概ね平らかな四面で構成された方柱状を呈

する礫を用いているが、大きさ、形態とも様々である。

現在では中荒砥に分類されるような比較的肌理が粗い

砥石も中砥としたが、5412、5424、5426 のように

石皿からの転用品と考えられる砥石は、この類が多い。

砥石の用途

　砥石は、磨製石鏃、磨製石斧、石庖丁、石製勾玉、

石製管玉等、磨製石器の製作に際しても用いられるが、

二子塚遺跡では多数の鉄器が出土しているため、主に

鉄器の製作、刃部の研ぎ出し等に用いられたものと考

えられる。

　砥石は、仕上砥、中砥、荒砥に分類したが、異なる

肌理の砥石が存在していることが重要である。このこ

とは、刃物形状を整える等、大きな研ぎ作業に用いら

れる荒砥、鉄器の面、刃部等を作成する中砥、刃部の

切れ味の調整や鉄器の面の傷を除去する仕上砥、と

いった鉄器の製作の各段階や刃部再生の目的に対応し

た研ぎ道具の体系が存在していることを示している。

　砥石は、形態が平板状や方柱状を呈し、その断面は

必ず方形を呈しているが、これは砥石の使用時に、そ

の安定性を確保するためだと考えられる。同様な道具

の石皿には、磨り面の反対面、すなわち底面が単一平

面で無い例も存在したが、砥石の場合は常に水平で安

定した状態を維持する形態が求められたのであろう。

一方、砥石の長さ、幅、平面形等は定型化していない。

中には石皿からの転用品と考えられる例も存在する。

砥石の種類を問わず、概ね、片手で持つことができる

大きさとなっているのは、使用前に含水させる必要か

ら生じたものと考えられる。

　なお、砥石の中には大きく湾曲した研ぎ面を形成し

た例も存在しており、所謂共擦りや擦り合せ等、研ぎ

面の修正は行われていなかったものと考えれる。

　5401 は SB16 出土、5402 は SB19 出土、5403 は

SB23 出土、5404 は SB24 出土、5405 は SB26 出土、

5406 は SB28 出 土、5407 は SB33 出 土、5408 は

SB117 出 土、5409 は SB120 出 土、5410 は SB108

出 土、5411 は SB111 出 土、5412 は SB129 出 土、

5413 は SB166 出土、5414 は SB180 出土、5415 は

SB186 出 土、5416 は SB173 出 土、5417 は SB206

出 土、5418 は SB234 出 土、5419 は SB204 出 土、

5420 は SB232 出土、5421 は SB235 出土、5422 は

SB242 出 土、5423、5424 は SB254 出 土、5425、

5426 は SV 出土、5438 は SB84 出土である。
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図 241　弥生石器実測図 ( 管玉 , 勾玉 )

6-2-9　玉類

　二子塚遺跡発掘調査では、菅玉 2 点及び勾玉 1 点

の玉類が出土した。このうち、菅玉はいずれも住居跡

内から出土し、勾玉は包含層（E10grid）から出土し

ている。なお、玉類の材質は碧玉、不明石材、石灰ガ

ラスと三者三様であり、その製作技法も孔部製作技法

において片側穿孔、両面穿孔、ガラス巻きつけと各個

に異なる点に特徴がある。ただし、石製玉類について

はその法量が近似しているので、材料（荒割り段階）

の規格性を検討する資料となろう。

SB73 出土菅玉

　5501 は、長さ 2.50cm、直径 0.65cm の円筒形を

呈する菅玉である。材質は、薄紫色を呈し、表面はす

りガラス状で複数箇所に 1mm 以下の微小な正円形の

気泡を有するガラスである。

　菅玉の外面には、側面、小口面ともに研磨痕跡は認

められない。側面は、平滑な面を呈さず、大別して 2

面の凹面が菅玉の長軸に縦列し、凹凸のあるものと

なっている。小口面は、下部小口面は平坦に整ってい

るものの、上部小口面は 1mm 程度の凹凸を有し不均

整な造作となっている。

　菅玉の孔の直径は、上部、下部ともに 3.1mm であり、

正円筒形の孔部となっている。また、孔内部に擦痕は

認められない。

　側面と小口面、小口面と孔部とが接する面は、いず

れも曲面で構成されており、なかでも上部小口面と接

する面はガラスの表面張力による曲面そのものが残存

している。

　これらの形状特徴から、この菅玉は、鋳型を使用せ

ず、ガラスを棒に巻きつけ、下部小口面を整形し、上

部小口面から芯棒を抜き取り孔部とする工程（所謂、

巻きつけ技法）を経たものであると考える。

SB12 出土菅玉

　5502 は、長さ 2.18cm、直径 0.99cm の円筒形を

呈する菅玉である。材質は、濃緑色を呈し、均質かつ

緻密な組成を有する碧玉である。

　菅玉の外面は、小口面、側面ともに剥離痕跡を有す

る。この剥離痕跡は、すべて、リング部分及び剥離面

と菅玉外面との接線が摩耗している。しかし、剥離痕

跡周辺にのみ存在する菅玉外面の研磨面は認められな

い。また、剥離面の大きさは微小であり、その厚みは

薄い。以上から、この剥離痕跡は、原石荒割り後の石

核石材整形段階における押圧剥離痕が、後の研磨及び

仕上げ段階を経ても、なお、残存したものである。

　また、菅玉の外面は、側面はおよそ 7 面、両小口

面は主要面 1 面の研磨面を有する。側面の研磨面の

幅はほぼ均一であり、各研磨面の上端幅と下端幅も

揃ったものとなっている。小口面は中心部に広い研磨

面を有し、その広い研磨面を面取りするように側縁部

にも研磨面が小幅ながら存在する。

　なお、側面の研磨面は相互の接する面も緩やかな曲

面で構成され、平滑に仕上げが施されているのに対し、

小口面の中心部の広い研磨面と側縁部の研磨面とは平

滑ではあるものの、やや、稜線が残る程度の仕上げと
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なっている。

　穿孔は、上面の直径 4.0mm、下面の直径 1.2mm の

円錐形を呈する。また、孔部内には、微細な擦痕が認

められる。したがって、この穿孔は、上面から下面に

向けて一方向からのみ錐により施されたものである。

E10grid 出土勾玉

　5503 は、長さ 1.82cm、幅 0.90cm のコの字形を

呈する勾玉である。尾部の端部近くから背部にかけて

欠損しているが、尾部先端は残存しているので形状を

復元することができる。勾玉の色は、勾玉表面は漆黒

色に近い濃緑色を呈するが、欠損部断面による観察で

は内部は緑色を呈しており、表面の濃緑色は極薄皮膜

状のものとなっている。材質は、緑色凝灰岩のようで

あるが、不明である。

　勾玉の外面は、穿孔部と頂部との間に剥離痕跡を有

する。この剥離面と勾玉外面との接線は摩耗している

ものの、剥離痕跡周辺にのみ存在する勾玉外面の研磨

面は認められない。また、剥離面の大きさは微小であ

り、その厚みは薄い。以上から、この剥離痕跡は、原

石荒割り後の石核石材整形段階における押圧剥離痕

が、後の研磨及び仕上げ段階を経ても、なお、残存し

たものである。

　また、勾玉の外面は、すべての面に複数の研磨面を

有する。この研磨面は、いずれも相互の接する面が緩

やかな曲面で構成され、平滑に仕上げが施されている。

ただし、その平滑さの度合いは、側部、背部、腹部の

順に低くなり、腹部の 5 面の研磨面は平滑ではある

ものの、やや、屈曲線が残る程度の仕上げとなってい

る。

　穿孔は、両側から施されており、両面から円錐状に

中心部に向かう各孔が勾玉内部中央付近で結節してい

る。左側面の孔直径 4.1mm、右側面の孔直径 3.0mm、

結節面での孔直径 1.9mm を測る。両者の孔軸線は多

少のずれを含み、双方とも尾部に向かい傾斜角度を有

している。このことは、穿孔時には、既に、勾玉の中

央部近辺を厚く残し頂部近辺を薄く剥いだ整形工程が

終了しており、穿孔部分から頂部にかけての面を台座

接面として錐による穿孔が実施されたことを意味しよ

う。

　なお、孔部縁辺は孔部から頂部に向かう部分の曲面

が他の部分に比して緩やかになっている。これは、紐

ズレの痕跡である。

6-3　金属製品

6-3-1　青銅鏡

　二子塚遺跡では、合計 4 面の青銅鏡が各々異なる

住居跡から出土している。4 面の青銅鏡はいずれも鏡

片であるが、相互の接合関係は認められない。

SB4 出土鏡片

　4001 は、重量 3.8 ｇを量る青銅鏡破片である。全

体がブロンズ病に侵されており原形をほとんど留めて

いない。丸く収められた鏡縁の一部がわずかに残って

いることからもとの鏡は直径 6.6cm に復元すること

ができる。鏡縁の内側には櫛歯紋帯が観察されるが、

ブロンズ病の影響で櫛歯紋を構成する条線は明瞭さを

欠いている。小型 製鏡と考えられる。

SB67 出土鏡片

　4002 は、全体的にブロンズ病に侵されているもの

の、重量 65.0g、鏡縁及び割れ面 3 辺を有し、ほぼ

台形を呈する青銅鏡破片である。なお、割れ面への 2

次加工痕跡は認められない。

　鏡片の保存状態は劣悪であるが、手に取ると一定の

重量感があり良材を用いて作成された品であると推定

できる。また、鏡縁部が残っていることから、もとの

鏡は直径 16.4cm に復元することができる。

　鏡面の大部分にはブロンズ病が広がっている。また、

ブロンズ病に侵された部分であるか否かを問わず、鉄

錆様の付着物が観察される。

　鏡縁部はやや凸状に加工されている。鏡面部との接

辺は鋭く角度がつけられ、鏡背部との接辺はやや丸く

収められている。いずれも丁寧な研磨が施されている。

　鏡背は、鏡縁側から断面がほぼ台形を呈する平縁、

櫛の歯のように直線が並ぶ櫛歯紋帯により構成されて

いる。櫛歯紋帯よりも内側の紋様帯、紐座及び紐は鏡

片に含まれていないために不明である。

　平縁の鏡縁はやや凹状にくぼんでいる。櫛歯紋帯は、

鉛直方向に走っている太さ 0.7mm 程の条線によって
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図 242　弥生青銅器実測図 ( 鏡片 )

構成されている。この条線は約 1mm 幅で整列してお

り、乱れは認められない。

　その材質が良質であること、紋様が精緻であること

から舶載鏡鏡片と考えられ、その法量から内向花紋鏡

である可能性を有する。

SB86 出土鏡片

　4003 は、重量 43.9g、鏡縁及び割れ面 3 辺を有し、

ほぼ台形を呈する青銅鏡破片である。鏡縁を下置した

際の右辺割れ面及び鏡縁部には、丁寧に研磨が施され

ている。このことから青銅鏡破片は破鏡とすることが

できる。左辺及び上辺の割れ面には、研磨が施された

痕跡が認められないものの、各辺の劣化状況から推し

量れば研磨が施された後の割れ面であり、2 度にわた

る折損行為を受けている可能性が大きい。すなわち、

破鏡の折損鏡片の可能性を有する鏡片である。

　この鏡片の保存状態は極めて良好であり、その材質

もかなり良質である。また、鏡辺部が残っていること

から、もとの鏡は直径 11.2cm に復元することができ

る。

　鏡面は平坦であるが、凸面を呈するか否かは不明で

ある。

　鏡縁部は平坦に加工されており、鏡面部及び鏡背部

との接辺にはよく研磨が施され丸く収められている。

　鏡背は、鏡縁側から断面が台形を呈する平縁、櫛の

歯のように直線が並ぶ櫛歯紋帯及び現状では鈎形及び

台形様の紋様が認められる内区紋様帯により構成され

ている。櫛歯紋帯までの外区と内区は 1 条の凸線に
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図 243　弥生鉄器実測図 

　　　　( 素環頭短剣 , 小型短剣形鉄製品 )

よって区画されているが内区紋様帯よりも内側の紐座

及び紐は鏡片に含まれていないために不明である。

　鏡背部の平縁右辺下部は叩打痕を残すが、叩打後に

も研磨が施されている。櫛歯紋帯は、太さ 1mm 以下

の断面三角形を呈する斜行細線が、4 条 1 単位となり

これを構成している。外区と内区を区画する凸線は幅

0.6 ～ 0.8mm であるが途中の 1 点においてその太さ

を変えており、この変換点付近の櫛歯紋が乱れること

と併せ考えれば鋳型作成時の起点と終点の境界部にあ

たる可能性が大きい。内区紋様帯は現状ではその内容

を記述することができない。

　鏡背を構成する紋様帯はいずれも精緻、繊細であり、

鋳流れ及びバリも認められない。このことと材質が良

質なことから舶載鏡鏡片と考えられる。

SB148 出土鏡片

　4004 は、重量 8.6g、鏡縁及び割れ面 2 辺を有し、

ほぼ三角形を呈する青銅鏡破片である。割れ面 2 辺

への研磨等、二次加工痕は認められない。

　鏡片の保存状態は極めて良好であり、その材質もか

なり良質である。また、鏡縁部が残っていることから、

もとの鏡は直径 6.6cm に復元することができる。

　鏡面は平坦に加工され、やや凸面状になっている。

　鏡縁部は平坦に加工されており、鏡面部及び鏡背部

との接辺にはよく研磨が施され丸く収められている。

　鏡背は、鏡縁側から断面が台形を呈する平縁、直線

がジグザクに走る波形紋帯、幅 4mm 程の凸線、櫛の

歯のように直線が並ぶ櫛歯紋帯及び現状では 2 個の

隆起部が認められる内区紋様帯により構成されてい

る。櫛歯紋帯までの外区と内区は 1 条の凸線によっ

て区画されているが内区紋様帯よりも内側の紐座及び

紐は鏡片に含まれていないために不明である。

　鏡背部の波形紋帯は、幅 4mm の中を太さ 0.5mm

程の直線が山形に走っている。直線の屈折度は一様で

はなく、山形の幅も揃っていない。波形紋帯と櫛歯紋

帯を区画する幅 4mm 程の凸線は、一様な曲線で構成

されているわけではなく、2 ヶ所の屈曲点が認められ

る。櫛歯紋帯は太さ 0.5mm 程の細線が、ほぼ鉛直方

向に走っている。しかし、斜行する細線も 1 条観察

される。外区と内区を区画する凸線は幅 0.8mm 程で

ある。内区紋様帯は現状ではその内容を記述すること

ができない。しかし、2 ヶ所の隆起部は隣接する櫛歯

紋帯の細線と比較しても曖昧であることから、鋳流れ

の可能性がある。すなわち、内区紋様帯は素紋帯であ

る可能性も有している。なお、波形紋帯及び櫛歯紋帯

では赤色顔料の付着が一帯に観察されることから、両

紋様帯を赤色にて彩っていたものと考えられる。

　鏡背の紋様は曖昧模糊としており、いわゆる「に

ぶい」紋様である。また、内区紋様帯に認められる 2

個の隆起部は鋳流れの可能性もあり、総じて鋳上がり
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の悪い鏡の鏡片といえよう。しかし、その材質が良質

であること、紋様を構成する条線が繊細であること及

び法量から舶載鏡鏡片と考えられ、細線式獣帯鏡であ

る可能性を有する。

6-3-2　鉄製品

　弥生時代の鉄製品は、住居址（SB）、鍛冶遺構（SB）

及び条溝（SV）から出土した。

　二子塚遺跡における鍛冶遺構は、SB121、SB153、

SB256、SB262 の 4 基である。これらの鍛冶遺構か

ら出土した鉄製遺物は、製品、未製品、鍛冶の際に生

ずる副産物等があり、遺構の性格上、その数量は膨大

な数にのぼる。また、SB256 に近接する住居址では

不定形かつ器種不明の鉄製遺物が埋土中に纏まって

多数検出されたが、これは当該竪穴が埋まる過程にお

いて、SB256 での鍛冶に関連した鉄製遺物の堆積が

形成されたものと考えられる。このように、生産址と

関連する遺構からは必然的に多くの鉄製遺物が出土す

る。このため、鉄製品の出土量を単純に数値化して比

較した場合、鍛冶遺構を持つ集落と持たない集落との

差は歴然とし、かつ意味を成さない。したがって、こ

れら生産址及び生産址と関連する遺構出土の鉄製遺物

を、集落内で営まれた日常生活において消費された鉄

製品と同列に取り扱うわけにはいかない。

　以上のような理由で、弥生時代鉄製品の記述にあ

たっては、遺構の性格を考慮して、住居址及び条溝か

らの出土品を生活址出土品とし、鍛冶遺構及びその周

辺住居址から出土した鍛冶関連遺物である鉄器生産遺

構出土品とは区別して取り扱うこととしたい。

　生活址、すなわち住居址及び包含層より 339 点の

鉄製品が出土した。この生活址出土品のうち器種の判

明するものは破片を含めて 250 点、不明なものが 89

点ある。その内訳は、素環頭短剣 1 点、小型短剣形

鉄製品 3 点、鉄鏃 78 点、袋状鉄斧 13 点、鉇 30 点、

刀子 24 点、棒状鉄器 37 点、方形板鍬先 3 点、鉄鎌

13 点、摘鎌 31 点、その他 17 点である。

　出土した鉄製品は、外見上は保存状態が良好である

ものが多いが、多くは表面が赤錆化し、かつ芯部は黒

錆化しており、金属鉄が残存する資料は少ないと思わ

れる。SB203 から出土した完形の鉇（4171）は、表

面が皮膜に覆われ、黒く光沢を保った状態で出土した

が、これは例外的な保存状態である。

素環頭短剣

　4101 は、やや楕円状の素環頭をそなえる短剣であ

る。全長 22.2cm、身の長さ 12.5cm を測り、素環頭

は長径 2.6cm、短径 2.1cm を測る。SB212 から出土

した。

　剣身には鎬がなく、その横断面は薄い凸レンズ状を

呈している。身から緩やかに柄にいたり、関は一方が

弱いなで関、一方がやや角関気味であり、非対称形を

呈している。柄は端部に向けてわずかにその幅を減じ、

その断面形は厚みにわずかな差があるものの、ほぼ長

方形である。柄のなで関付近に横位の繊維痕がみられ、

拵えに関わるものと考えられる。素環頭は柄端部の一

部を引き延ばし、楕円形に折り曲げることによって成

形されており、その端部は完全に閉じてはいない。素

環頭部分の横断面はほぼ正方形である。

　弥生時代の素環頭短剣はきわめて珍しいが、韓国・

政来洞墳墓出土品（原三国時代）や中国・河南省劉家

渠後漢墓出土品（漢代）などに比較すると、かなり小

型で重厚さに欠ける。また、4101 は身が薄く、錆化

が進行した場合でもパイ生地状に多層に膨れるので

はなく、空隙をはさんで 2 枚に分離する程度の身の

厚みと折り返しである。素環頭刀子で、鋒のみが諸刃

を呈する例が熊本県内の出土品に散見されることから

も、在地生産品と考えられる。

小型短剣形鉄製品

　4102、4103 は、大きさは鉄鏃の範疇に属するが、

その形状は短茎式短剣をそのまま縮小した形を呈して

おり、有茎式鏃と区別すべく、ここでは小型短剣形鉄

製品と称する。

　4102 は全長 7.7㎝、身の長さ 6.7㎝で身幅 1.7㎝、

茎幅 0.9㎝を測り、SB212 から出土した。完形品であ

り、関が明瞭である。身、茎ともに薄く、全体的に扁

平な印象を与えている。SB212 から出土した。

　4103 は現存長 6.5㎝、茎長 1.0㎝で、身幅 2.9㎝、

茎幅 1.1㎝を測り、SV（22 列）から出土した。鋒か

ら身上半部を欠いており、関はやや丸みを帯びた角関
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図 244　弥生鉄器実測図 ( 無茎式鉄鏃 )

である。その旧状は 4102 より大型であったと推測し

ている。

鉄鏃

　4104 ～ 4159 は鉄鏃である。

　鉄鏃は無茎式と有茎式に二大別される。無茎式鉄鏃

が 37 点、有茎式鉄鏃が 41 点、総数 78 点を数える。

両形式は、その形態や大きさ、その他の特徴によって

さらに細分される。

(1)　無茎式鉄鏃

　4104 ～ 4132 は無茎式鉄鏃である。無茎式鉄鏃に

は、三角形鏃、五角形鏃、その他がある。前二者は大

きさ、基部の形態、根ばさみ装着のための孔の有無に

よってさらに分類することができる。

　三角形鏃は、刃部、基部ともに直線的で二等辺三角

形を呈する小型の型式（4104）を除けば、そのほと

んどは刃部がやや曲線を描き、凹基となっている。凹

基も、弧状を呈するものと、三角形状を呈するものと

がある。また、平面形がほぼ二等辺三角形を呈し直線

的な抉りをもつもの（4105、4111）や、身幅に対し

て長さの比率が大きく柳葉形を呈し曲線的な抉りをも

つもの（4117、4118）もある。なお、4118、4120

はその中軸上に根ばさみの痕跡と考えられる木質が付

着している。 長さが 4㎝以上の大型品の中には、根

ばさみ装着用と考えられる孔を備える例がある。孔

は、ややずれる例があるものの、ほぼ相対する位置に

二列を成して穿たれ、その数は 2 個（4121、4124、

4126）、4 個（4122、4125、4130）、8 個（4123）

の 3 種類がある。なお、大型品のすべてが孔をもつ

わけではない（4131）。

　五角形鏃は、基部が平基の型式（4106 ～ 4109）と、

凹基の型式（4110、4113 ～ 4115、4119）とに分

けられる。全長は 1.6 ～ 3.8㎝の範囲に収まり、小型

の無茎式鏃の中で主体を占める。刃部は圭頭部のみに

付されている。

　無茎式鉄鏃の中には、上記の三角形鏃、五角形鏃以

外に、次のような特徴をもつものがある。4116 は頭

部から脚部にかけてゆるやかなＳ字状曲線を描く鏃で

ある。4127 は鋒がやや圭頭状を呈し、また根ばさみ
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図 245　弥生鉄器実測図 ( 無茎式鉄鏃 )

固定のための孔が 4 孔穿たれている。4128、4129

は二段抉りをもつ鏃であり、いずれも左右対称形と

はなっていない。4132 は現存長で 9.8㎝を測る大型

の鏃である。片面の長軸に沿って薄く木質が付着して

おり、根ばさみの痕跡と判断できる。その木質の両脇

にそれぞれ 2 個、3 個の孔が穿たれ、基部近くの破面

部分にも孔の一部が認められるので、少なくとも計 6

個の孔があったものと考える。破損により基部の形状

は不明であるが、側縁はやや内側に収束している。

　4104 は SB182 出 土、4105 は SB19 出 土、4106

は SB154 出 土、4107 は SB89 出 土、4108 は SB70

出 土、4109 は SB222 出 土、4110 は SB225 出 土、

4111 は SB121 出 土、4112 は SB67 出 土、4113 は

SB192 出土、4114 は SB89 出土、4115 は SB154 出土、

4116 は SB59 出 土、4117 は SB107 出 土、4118 は

SB9 出土、4119 は SB83 出土、4120 は SB70 出土、

4121 は SB90 出 土、4122 は SB236 出 土、4123 は

SB59 出土、4124 は SB243 出土、4125 は SD1 出土、

4126 は SB243 出土、4127 は SB235 出土、4128 は

SB31 出土、4129 は SB116 出土、4130 は SB211 出

土、4131 は SB80 出土、4132 は SB57 出土である。
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図 246　弥生鉄器実測図 ( 有茎式鉄鏃 )

(2)　有茎式鉄鏃

　4133 ～ 4159 は有茎式鉄鏃である。有茎式鉄鏃は

柳葉式と圭頭斧箭式と二大別されるが、それぞれの鏃

身形は多様性に富み、それ故に 4154、4155 のよう

に両型式の中間的な鉄鏃も認められる。

　柳葉式鏃には、鏃身と茎の境界が明瞭な型式（4133、

4137 ～ 4139、4141）と、鏃身から茎にかけて緩や

かに移行する型式（4131 ～ 4136、4140）とがある。

細身の鏃身が卓越するなかで、4137 は鏃身が幅広く、

しかも鏃身の全長に占める比率が高い。これは熊本県

域で出土した鉄鏃の中でも特異な例である。4139 は

鋒を欠いており、鏃身中央部から関部にかけてやや湾

曲している。その湾曲は鉇の身部を想起させるが、薄

い刃が両側縁に認められるため、鏃身を形成しつつあ

る未製品の可能性が考えられよう。有茎式鉄鏃の製作

技法は、塊状素材から茎を細く鍛延して製作される場

合と板状素材の一部を内側に折り曲げながら茎を形成

する場合の両方が考えられる。4139 は、両製作技法

のうち、後者の技法の痕跡を残す資料であるといえよ

う。つまり、未製品である 4139 の鏃身に鍛打を加え

ることによって、当該鉄鏃は製品になるものと考えら

れる。なお、板状素材に鏨による切断を加えるという

簡略的技法によって鏃身、茎の双方が製作される有茎

式鉄鏃が関西以東に存在するようであるが、本例とそ
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図 247　弥生鉄器実測図 ( 有茎式鉄鏃 )

れらとは全く異なる技術である。

　圭頭斧箭式鏃は柳葉式鏃以上に形態、大きさが多様

性に富む。鏃身から茎部にかけて緩やかに移行する型

式と、関をもつか、幅が全く異なるために鏃身と茎の

境界が明瞭である型式とに大別できる。さらに、前者

は、鏃身幅が茎幅よりやや広い程度のグループ（2 倍

以 下： 4142、4145、4152、4153） と、 鏃 身 幅 が

茎幅の 2 倍以上のグループ（4143、4144、4146、

4149 ～ 4151、4155）とに分けられる。いずれのグ

ループも、その薄い刃部は先端部から最大幅の部分

までの範囲に限定して付されている。鏃身と茎の境

界が明瞭な圭頭斧箭式鏃には、4147、4148、4157、

4158、4159 がある。これらのうち 4147 が鏃身全

体に刃を有する以外は、すべて先端部のみに刃をもっ

ている。4150 は鋒がやや曲がっており、使用時の痕

跡を残している可能性がある。4150 と 4151 は異な

る遺構から出土した資料であるが、その形態、大き

さ、質感ともにたいへん類似する鉄鏃である。4152、

4153 は細身の圭頭鏃であり、また 4159 は大型で、

鏃身が幅広く、椿刃に近い形態を呈しており、いずれ

も熊本県域では類例の少ない鉄鏃である。

　4133 は SB228 出土、4134 は SB225 出土、4135

は SB11 出 土、4136 は SV 出 土、4137 は SB243 出

土、4138 は SB151 出 土、4139 は SV 出 土、4140

295



図 248　弥生鉄器実測図 ( 袋状鉄斧 )

は SB190 出土、4141 は SB21 出土、4142 は SB255

出 土、4143 は SB70 出 土、4144 は SB224 出 土、

4145 は SB155 出土、4146 は SB166 出土、4147 は

SB224出土、4148は包含層出土、4149はSB147出土、

4150 は SB212 出土、4151 は SB173 出土、4152 は

SB238 出 土、4153 は SB100 出 土、4154 は SB136

出土、4155 は SB237 出土、4156 は SV 出土、4157

は SB262 出土、4158 は SB195 出土、4159 は SB90

出土である。

296



図 249　弥生鉄器実測図 ( 袋状鉄斧 )

袋状鉄斧

　4160 ～ 4170 は袋状鉄斧である。袋部を有する工

具で鑿以外の鉄製品を、ここではまず、袋状鉄斧とし

て総称しておく。袋状鉄斧は旧状が判明しない刃部破

片（4168 ～ 4170）を除くと、袋部端部に帯を有す

る型式（4160 ～ 4164、4166、4167）と、帯をも

たない型式（4165）とに大別できる。なお、袋部端

部の帯は袋部を成形する前段階に鉄板を折り曲げてで

きるものであり、その目的は袋部端部がめくれあがる

ことを防ぐための強化措置であると考えられる。

　刃部が 5.6㎝に及ぶ 4170 は木の伐採に耐え得る大

きさを備えているが、その他の袋状鉄斧は加工具の範

疇に入るものと考えられる。なかでも 4160、4161、

4162 は小型であり、鉄斧自身が極めて軽量であるた

め、手斧のような遠心力を利用した加工具としての効

果は期待できない。つまり、直柄を付けて鑿として使

用された可能性が高いものと考える。

　4160 は SB221 出土、4161 は SB5 出土、4162 は

SB90 出土、4163 は SB13 出土、4164 は SB214 出土、

4165 は SB116 出土、4166 は SB163 出土、4167 は

SB206 出土、4168 は SB150 出土、4169 は SB50 出

土、4170 は SV 出土である。

鉇

　4171 ～ 4191 は鉇である。鉇はすべて身の両側縁

が併行し、作業部位となる先端付近で幅を減じて尖る

形態となっている。身幅が 1.5 ～ 1.8㎝の幅広型と、1.1

～ 1.4㎝の幅狭型とがある。なお、二子塚遺跡出土の

鉇は、身幅による区分が最も顕著である。

　鉇は、基部が四角く収まるタイプ（4171、4172、

4174、4175、4186、4187、4190）、やや丸く収ま

るタイプ（4173、4191）、そして基部が尖るタイプ

（4176）とに分けられる。基部が尖るタイプは、作業

部位を両端に備えた鉇である。丸く収まるタイプも、

基部は身よりも厚みを減じているため、先端部とは異

なるなんらかの機能をもっていたものと推測される。

　鉇の横断面形は、先端部から基部まで、緩やかに湾

曲している。この湾曲は、製作時に叩きくぼめられた
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図 250　弥生鉄器実測図 ( 鉇 )

か、型にあて鍛打成形されたものと推測され、古代以

降の鉇の如く剥いて作られたものである。ここでは、

この湾曲面のことを裏すきと呼んでおく。

　鉇の側面観は、表側にやや反るタイプ（4171、

4173 ～ 4175）、 ほ ぼ 直 線 的 な タ イ プ（4172、

4176、4177、4180、4181、4184、4185）とに分

けられる。特に、刃部付近の厚みをほとんど減ずるこ

とのない 4171 は未使用製品の可能性があり、それ以
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図 251　弥生鉄器実測図 ( 鉇 )

外は刃部付近でやや薄くなっている（4175、4176、

4177、4185）か、あるいは 4184 のように極端に厚

みを減じている。なお、鎬が認められる鉇は 4171、

4175、4176 の一端であり、鎬をもたない資料が多い。

　4171 は、表に亀裂が認められる以外は、錆の付着

がなく、遺存状況がきわめて良好な鉇である。裏す

き側には黒色で光沢を放つ面が部分的に観察される。

4176 は両端に作業部位を有する細身の鉇である。二

つの作業部位はそれぞれ表側、裏すき側にわずかに

反っており、機能、使用法が異なる両端が木柄から突

出し、二つの用途を併せ持つ鉇であった可能性がある。

4186 は身から基部にかけての破片であり、表側に樹

皮を薄く細く割いて作られた紐による巻きの痕跡がよ

く残り、その巻きは表側にも及ぼうとしている。ただ

し、裏すき側にはなんら当該痕跡がないので、裏すき

側に当てられていた木柄が紐巻きとともに外れたので

あろう。身の全体に裏すきを有する鉇は、裏すきに棒

状の木柄を当て、紐を巻き、握りを太くしたと一般的

に考えられているが、4186 例のように二子塚遺跡出

土の鉇はすべて同様な着柄法であったと考えられる。

しかし、刃部の形状、反り、作業部位数等、鉇の属性

が多様性に富むことから、その機能、用途は単純では

なかったと推測される。

　4171 は SB203 出 土、4172 は SB10 出 土、4173

は SB102 出 土、4174 は N12N13Grid 出 土、4175

は SB98 出土、4176 は SB191 出土、4177 は SB266

出 土、4178 は SB146 出 土、4179 は SB194 出 土、

4180 は SB77 出 土、4181 は SB65 出 土、4182 は

SB111 出土、4183 は SB104 出土、4184 は SB79 出土、

4185 は SB166 出 土、4186 は SB20 出 土、4187 は

SB172 出土、4188 は SB57 出土、4189 は SB14 出土、

4190 は SB253 出土である。
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図 252　弥生鉄器実測図 ( 刀子 )

刀子

　4192 ～ 4201 は刀子である。刀子は、同じ小型

の工具である鉇に比較すると、その出土数は少ない。

刀子は、古墳時代の二子塚古墳（クロキドン古墳）、

SD1 及び SD4 でも出土しているが、型式や劣化（錆化）

の状況等がここで説明する弥生時代の資料とは全く異

なっている。

　 全 形 が 判 明 す る 資 料 は、5 点 (4192、4193、

4197、4199、4201) である。大きさのうえでは 7㎝

前後の小型品 (4192、4193) と、9㎝以上の大型品と

に分けられる。

　4192、4199、4201 は 関 を も ち、4192 が 角 関、

4199、4201 がなで関状を呈し、いずれも棟は直で

ある。4192 は茎が短く、また木柄と思われる木質が

付着している。4192、4201 は身が折れ曲がってい

る。4193、4197 は無関で、身から茎へ緩やかに移

行する。棟が鋒付近で刃部側に折れ諸刃状を呈してい

るが、これは熊本県域における刀子の特徴の一端を

表している。4193 は身幅と茎幅が同じであり、茎に

は木質を遺す。4197 は茎がわずかに細くなり、茎部

片の 4198 も旧状は同様であったと想定される。刃部

片の中には鋒が角張ったもの (4195、4196) があり、

身の形状の多様性が窺える。

　10㎝をこえる刀子の中には 4199、4201 のように

身に屈曲をもつものが含まれているが、これは遺構埋

土中での土圧等による後天的な変形ではなく、当時の

使用の際に加えられた変形であると判断している。

　4192 は SV 出 土、4193 は SX9 出 土、4194 は

SB71 出土、4195 は SB16 出土、4196 は SB28 出土、

4197 は SB107 出 土、4198 は SB19 出 土、4199 は

SB201 出 土、4200 は SB243 出 土、4201 は SB206

出土である。
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図 253　弥生鉄器実測図 ( 棒状鉄器 )

棒状鉄器

　4202 ～ 4219 は棒状鉄器である。棒状鉄器は、幅

と厚みがほぼ等しくまさに棒状を呈するグループと、

厚みに比べて幅が広いグループとに大別できる。

　幅と厚みがほぼ等しい棒状鉄器は、全長 3㎝以下の

小型品（4202 ～ 4206）と、5㎝前後の大型品（4207

～ 4211）とに分かれる。小型品には先端の横断面形

が円形を呈するもの（4202）と、角をもつもの（4203

～ 4206）とがある。4202 は先端も丸みを帯びており、

4202 ～ 4206 のような稜線を有する鉄器が使用され

たことによって変形したものと見ることができる。大

型品についても同様であり、4207 が、使用途中を表

すと見られる 4208,4209 を介し、4210 のような先

端の丸い形状に至るものと考えられる。

　幅広の棒状鉄器は、基本的に基部幅が広く、基部が

方頭状を呈する型式（4212 ～ 4216）が多い。これ

に対し、基部が細くなり (4218)、三角形状に尖って

いる型式（4217）、丸く収まる型式（4219）もある。

先端は 4212、4213、4218、4219 のように横断面

形が円形を呈するものが認められるが、これは小型品

の場合と同様、本来、稜線を有する棒状鉄器の使用後

の姿と見られる。以上、棒状鉄器に、その先端を使用

した穿孔の機能を見いだしたが、特に大型品の中には

基部が方頭で薄くなっているもの（4214）や尖って

いるもの（4217）も含まれており、鉇と同様に作業

部位を両端部に有する場合もあることを想定しておく

必要がある。

　4202 は SB30 出 土、4203 は SB257 出 土、4204

は SB89 出土、4205 は SB79 出土、4206 は SB10 出土、

4207 は SB222 出土、4208 は SB240 出土、4209 は

SB71 出土、4210 は SB190 出土、4211 は SB188 出土、

4212 は SB89 出 土、4213 は SB52 出 土、4214 は

SB247 出土、4215 は SB3 出土、4216 は SB100 出土、

4217 は SB88 出 土、4218 は SB188 出 土、4219 は

SB147 出土である。

方形板鋤先

　4220 ～ 4222 は方形板鋤先である。方形板鋤先は、

完形品 1 点を含む合計 3 点が出土している。

　4220 は完形品である。長さ 11.6㎝、最大幅 4.9㎝

を測り、SV（21 列）から出土した。上縁はやや波打

ち、鉄板の成形が丁寧さを欠いている。袋の折り曲げ

部は双方ともその下端で身と密着しており、木柄の装

着後、叩きしめられたことがわかる。刃部は左右ほぼ

対称形になるように減っているが、やや右側の変形が

大きい。SV から出土した。

　4221 は左側の袋部を遺す資料である。現存長 5.6

㎝、最大幅 5.4㎝を測り、SB77 から出土した。袋部
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図 254　弥生鉄器実測図 ( 方形板鋤先 )

下端の密着度は 4220 よりも弱いものの、使用の痕跡

が刃部に現れており、刃部中央部がやや内湾する傾向

を示している。また、横位の筋が認められ、わずかで

あるが剥離を見せている部分がある。これは鉄板を成

形する際の鍛接痕と判断できる。

　4222 は右側の折り返し部を遺す資料である。現存

長 5.5㎝、最大幅 3.9㎝を測り、SV（23 列）から出

土した。折り返し部下端の叩き締めは 4220 ほど丁寧

ではない。刃部は弧状を呈し、この部位には変形は認

められない。4221 とともに上縁がやや内湾している。

SV から出土した。

鉄鎌

　4223 ～ 4231 は鉄鎌である。鉄鎌はいずれも曲刃

であり、折り返し部が表になるように置いた場合、鋒

がすべて左を向くようになっている。鋒はやや圭頭

状（4223）あるいは直線状（4224 ～ 4226）を呈

し、嘴状に湾曲して先端が尖る形態ではない。全長は

15.2 ～ 13.6㎝の大型品（4223 ～ 4225）と、11.4

～ 9.9㎝の小型品（4226 ～ 4228）とに分かれる。

完形品（4223、4224、4225）を観察すると、基部（折

り返し部）付近の幅と刃部幅に差のあることがわかり、

これは刃部変形、すなわち使用頻度を表していると考

えられる。木柄の幅に相当する部分には、先の刃部変

形は認められない。したがって、4223 は 4㎝、4224

は 3㎝、4225 が 3㎝程度の幅の木柄を装着していた

ものと推測される。なお、4223、4224 の刃部が減

ずると、直線的な先端をもち刃幅の狭い 4225 のよう

な例に変形すると考えられる。また、小型品は基部付

近における刃部の未変形部分が狭いので、木柄の大き

さが大型品とは異なっていたといえよう。したがって、

鉄鎌は、大型品と小型品とでは使用法や使用場面の相

違があったことが想定される。

　4223 は SB213 出 土、4224 は SV 出 土、4225 は

SB194 出 土、4226 は SB112 出 土、4227 は SB231

出 土、4228 は SB119 出 土、4229 は SB83 出 土、

4230 は SV 出土、4231 は SB102 出土である。

摘鎌

　4232 ～ 4255 は摘鎌である。摘鎌は、直背かつ

直刃で平面形が横に細長い長方形のタイプ（4234、

4236、4237、4240、4241、4245、4247）、 弧 背

かつ弧刃のタイプ（4232、4238、4244）、直背かつ

弧刃のタイプ（4243、4246）とに大別される。これ

は袋部形成前における素材の形状を反映している。大

きさは長さ 1.6 ～ 3.6㎝、幅 6.5 ～ 9.1㎝であり、長
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図 255　弥生鉄器実測図 ( 鉄鎌 )
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図 256　弥生鉄器実測図 ( 摘鎌 )

さと幅の比率によって小型（4232 ～ 4234）、大型

（4246）、細長型（4236）、幅広型（4245）等が、他

の資料に対して際だっている。なお、鉄板の厚みは、

薄いものは 1mm、厚いものでも 2mm 未満であり、

二子塚遺跡出土鉄製品の中で最も薄い器種である。

　摘鎌の袋部に挿入された木柄は、その痕跡が確認

できた 11 点の資料すべてが横位の木目であった。な

かでも 4233、4243 の遺存状況が良好である。4245

は小型ながらも鉄板が比較的厚く、また、4246 は大

型であるという点で、方形板鋤先との区別が難しいが、
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図 257　弥生鉄器実測図 ( 摘鎌 )

この木目の走行によって摘鎌であると判断できる。

　刃部は、使用または研ぎによって変形しており、

横長い刃部のうち右寄りが減っているもの（4233、

4235、4248）、 左 寄 り が 減 っ て い る も の（4232、

4237、4238、4242、4243、4245、4246）、 ほ ぼ

中央部が減じているもの（4244）とに分けることが

できる。使用者は折り返し部を表にして摘鎌を持つ、

という規範があったと仮定すれば、刃部左右の減り方

に差があるという現象は使用者の利き手の違いを反映

している可能性がある。

　なお、上縁に接近して、ほぼ中央部に穿孔の認めら

れる摘鎌がある（4236、4238、4244）。石庖丁と同

様の紐懸け孔は木柄にのみ設けるのが通常であるが、

これらは鉄の身と木柄の双方を貫通するように紐が懸

けられたのであろう。

　4232 は SB61 出土、4233 は SB57 出土、4234 は
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図 258　弥生鉄器実測図 ( その他 )

SB70 出 土、4235 は SV 出 土、4236 は SB28 出 土、

4237 は SB205 出土、4238 は SB111 出土、4239 は

SB206 出 土、4240 は SB222 出 土、4241 は SB206

出 土、4242 は SB214 出 土、4243 は SB83 出 土、

4244 は SB111 出土、4245 は SB107 出土、4246 は

SB225 出 土、4247 は SB98 出 土、4248 は SB75 出

土、4249 は SB77 出土、4250 は SB12 出土、4251

は SV 出土、4252 は SB150 出土、4253 は SV 出土、

4254 は SB17 出土、4255 は SB19 出土である。

その他

　機能が判明する器種以外にも、一般的な竪穴住居址、

及び包含層から多数の鉄製品が出土している。紙幅の

掣肘により、そのすべてを報告することは叶わないが、

形態が画一的で定型化している三角形の鉄製品につい

て説明しておきたい。

　4256 ～ 4259 は三角形の鉄器である。

　4256 は SB212 から出土し、4257 は SB61 から出

土した。それぞれ、ほぼ完形品であり、破片ではない。

その原形は、鍛冶遺構で大量に発見される鉄板の裁断

片（三角形鉄片）である。4257 は、やや湾曲してお

り、本来は平板である三角形鉄片が変形を受けている。

なお、SB71 から出土した 4258、SB113 から出土し

た 4259 は、長辺部分が薄くなっている。鍛冶遺構出

土の三角形鉄片は鉄板の熱間裁断により生成されるた

め、切断部分は表面張力による膨張作用を受けるため、

薄刃状になることはない。したがって、これらの鉄片

は、三角形鉄片がさらに加工されたこと、または使用

されたことを示していると考える。

　4260 は SB178 から出土した不整形鉄片である。

　4260 の形態は四辺形であり、最長辺及び最長辺

と鋭角をなす短辺が薄くなっている。これも 4258、

4259 と同様の資料であり、さらに加工されたこと、

または使用されたことを示していると考える。

　以上の加工または使用された鉄片は、鍛冶工房で生

成された副産物を再利用した鉄製品として評価するこ

とができる。今回、十分な評価を与えることができず、

報告できない資料の中にも同様の鉄製品が含まれてい

る可能性が高い。なお、上記鉄片を出土した住居址の

時期を後述する二子塚遺跡の土器変遷に基づいて述べ

れば、SB113、SB178、SB212 はⅣ段階、SB71 はⅤ

段階、SB61 はⅤ～Ⅶ段階の時期に比定できる。いず

れも二子塚遺跡の後半段階に営まれた住居址であり、

集落の最隆盛時期であるⅣ段階を中心としていること

に注目することが必要であろう。

　定形的な鉄器のみならず、鍛冶副産物の再利用やそ

の使用方法は、鉄器生産が活発な地域であればこそ発

想されるものである、と考えたい。

306



7　古墳時代の遺構
　古墳時代の遺構は、二子塚遺跡で 3基、二子塚古墳で 1基、合計 4基の円墳を検出し

ている。このうち、従前から古墳と認識されていたのは二子塚古墳の 1基のみであり、

他の古墳は発掘調査により新たに判明したものである。4基とも古墳時代後期に属する。

　なお、遺構番号 2番は、発掘調査当時に弥生時代の円形周溝（SD2）に割り振った。混

乱を避けるために、発掘調査当時の番号を用い、SD2はここでは欠番となっている。

7-1　古墳の立地と構造

　古墳は、甘木台地の頂部平坦面南端部と南斜面との

境に位置する。

　二子塚遺跡の 3基は相互に 10m以内の間隔で密集

し、甘木台地南側から嵌入する小谷の谷頭部分に位置

している。二子塚古墳の1基は、同じ谷筋の開口面に、

二子塚遺跡の 3基より約 60m南に離れて位置する。

二子塚遺跡と二子塚古墳との間にも古墳が存在した可

能性があり、二子塚遺跡と二子塚古墳とは甘木台地南

端部に展開する同一古墳群を形成していたものと考え

られる。この場合、二子塚遺跡の 3基は当該古墳群

の東北端、二子塚古墳は南端にあたることとなろう。

　各古墳の主体部への出入口は、すべて西側に開いて

いる。SD1 及び SD3 は陸橋部の存在から、SD4 及び

二子塚古墳は石室から、このことが判明する。各古墳

が面している甘木台地南側から嵌入する小谷が、これ

ら古墳群への墓道として用いられていた可能性が高

い。

7-1-1　SD1

　U13grid に位置し、SB1、2、4を切っている。

　調査以前は畑地であり、表土剥ぎによって初めて古

墳が存在することが判明した。調査によって確認され

たのは周溝部分のみであるが、西側に陸橋部を設ける

直径 17.6mの円墳である。

周溝

　周溝は断面台形を呈し、上端幅は 1.6 ～ 2.2m、底

部幅は 0.4m、確認面からの深さは 0.55mを測る。埋

土は、上位に 1層：黒褐色土層、下位に 2層：黄褐

色土層が堆積していた。なお、周溝の底部幅が一定し

ているのに対し、上端幅が 0.7mほどの異同をもつの

は、遺構確認面が傾斜しているためである。

　陸橋部の幅は 2.5mを測り、陸橋部分の周溝端部は

丸く収められている。

　陸橋部付近の周溝内からは、土師器、須恵器の他、

素環轡、及び馬歯が出土している。馬歯は、陸橋部南

部分の周溝内から出土した。上下歯揃っているため、

馬を埋置したものと考えられるが、頭骨、肢骨等、他

の骨は検出することができなかった。轡は、陸橋を挟

んで馬歯の反対側、陸橋部北側の周溝内から出土した。

土師器、須恵器は陸橋部から 6m程北側の周溝内に集

中して包含されていた。出土状態と併せて完形率が高

いことからも、一組の土器群としてよい。

主体部

　周溝に囲まれた墳丘部分には土壙及び溝が複数認め

られ、土壙内には石室石材と考えられる石屑が包含さ

れていた。しかし、これらは撹乱であると判断した。

確かに 2条の溝等は陸橋部を指向して平行に走って

いるようにも見受けられるが、これらを石室構築材の

抜取痕と考えた場合、石室の復元幅が 6m程度となり

容易に首肯し難い規模となるからである。

7-1-2　SD3

　U11grid に位置し、SB106、107 を切っている。

　調査以前は畑地であり、表土剥ぎによって初めて古

墳が存在することが判明した。調査によって確認され

たのは周溝部分のみであるが、西側に陸橋部を設ける

直径 9.8mの円墳である。

周溝

　周溝は断面が概ね台形を呈し、上端幅は 0.61 ～

0.90m、底部幅は 0.30 ～ 0.45m、確認面からの深さ

は 0.18 ～ 0.38m を測る。埋土は 2層からなり、上

層から 1層：炭化物を含む暗褐色土層、2層：粘質土

を多く含む黄褐色土層である。

　陸橋部の幅は 1.54mを測り、陸橋部分の周溝端部

は丸く収められている。

　周溝底部のレベルは、陸橋部が最も深く、その反対

側、東側部分が最も浅い。両者の比高差は 0.2m程で

ある。SD3 の立地する付近の地形は西低東高であり、

この地形に周溝底部のレベル較差の生因が求められよ

う。なお、平面図において陸橋部南部分の周溝の上端
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図 259　古墳実測図 (SD1,SD3)
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図 260　古墳実測図 (SD4)
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と下端が近接しているのは、当該部分の確認面が下が

りすぎたためであり、両者の比高差は最も少ない箇所

で 1cmとかろうじて遺構確認ができる程度であった。

7-1-3　SD4

　V11grid に位置し、SB104、105 を切っている。

　SD4 は、横穴式石室を主体部とする直径 15.2m の

円墳である。調査以前は畑地であり、表土剥ぎによっ

て初めて古墳が存在することが判明した。調査によっ

て確認されたのは、破壊を受けた主体部及び周溝の北

半部である。

周溝

　周溝は、角が丸く収まった台形の断面形態を呈し、

上端幅は 1.6m、底部幅は 0.8m、確認面からの深さ

は 0.2m を測る。埋土は、上位に 1層：黒褐色土層、

下位に 2層：黄褐色土が混じった黒褐色土層が堆積

していた。なお、北側の周溝途中には、底面に 10cm

程の段差が生じている。

　陸橋部は確認されていないが、調査区のすぐ南西外

に存在すると考えられる。

　W10grid の周溝内では、坏、高坏、 等の土師器

及び須恵器、並びに鉄器が集中して包含されていた。

この遺物集中箇所は、陸橋部の北側部分と考えられる。

なお、出土状態と併せて完形率が高いことからも、一

組の遺物群としてよい。

主体部

　周溝に囲まれた墳丘部分には石室北側壁及び床面の

一部が残存しており、掘削作業の過程で石室石材を設

置するための掘方が確認された。この主体部は、一

旦、基本層序Ⅳ層まで掘り込まれた後、腰石が設置さ

れ、黒褐色土により整地されている。さらに、石室内

は 6cm程度、黄色ロームと黒褐色土の混合層で整地

し、4cm大の円礫を敷き込み床面としている。石室

の壁体は北側壁の一部が残存していたのみであった。

割石積で、腰石を用いている。なお、石室外の東側に

石室石材に使用されたと考えられる礫が位置している

が、この礫は原位置を留めていない。

　北側壁の内側には、割石造りの石障が設置されてい

た。この石障は、床面から 20cm の高さまで、最大

幅 80cm 程度が残存しており、床面以上の内側部分

には赤彩が施されている。理科学分析を施していない

ものの、肉眼観察の結果では、赤彩の顔料はベンガラ

である。北側壁の他、東壁部分で 1枚、南壁部分で 2

枚分相当が残存している。つまり、少なくとも北、東、

南の 3面に石障が確認されていることとなる。石室

西側は最も削平による破壊を受けている部分であり遺

構残存度が最低であることを併せれば、石室内の四面

に石障が立てられていたと推断してよいであろう。な

お、この石障の石材は阿蘇溶結凝灰岩であり、俗に千

枚石と呼称される類のものである。この石を産する至

近の露頭は、二子塚古墳から直線距離で 2.5km 北東

の上益城郡益城町大字下鶴の岩戸川北岸に位置してい

る。

　この他、石室構築の際の掘方が四面で検出された。

掘方の深さは 30～ 40cm、底面幅は 8～ 15cm程度

である。上端幅は一定しない。掘方の外側に接して石

障石材が残存していること、掘方外側辺が直線的で方

形プランを形作ることから、この掘方は石障設置に伴

うものであると考えられる。しかし、北側壁部分では

掘方上端が、本来北側壁が存在していた部分にまで広

がっており、古墳削平時の石障抜取痕も含まれている

可能性が高い。おそらくは、2.0 × 2.9 ｍの方形プラ

ンを呈する底面幅 8cm程度の溝が、本来の掘方であっ

たと推定する。

　以上から、石室は、内法 2.0 × 2.9 ｍ程の方形プラ

ンを呈し、赤彩された石障を備えた、割石積横穴式石

室であったものと考える。なお、石障の掘方が西壁部

で途切れていることから、玄門は西側壁に設けられて

いたと考える。

　おって、北側壁部分では、石障の内側に接して、直

刀及び刀子各 1点が出土している。

7-1-4　二子塚古墳（クロキドン古墳）

　この古墳は、二子塚古墳として遺跡地図に登載され

ていた古墳である。地元での聞き取り調査の結果、当

該古墳を「クロキドン」と呼称していることが判明し

たので、クロキドン古墳として調査を実施している。

　甘木台地の南側斜面に位置しているが、主体部北端
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より北側には既に丘陵頂部平坦面が展開しており、墳

丘自体は平坦面と斜面との境界上に築造されていたも

のと考えてよい。調査前は、玄門部両側石及び石室奥

壁石材の上部が、地表に露出している状態であった。

この状況から、墳丘、石室天井部、羨道部天井部等は

既に削平、破壊され、該地には石室の下半部が埋没し

ているものと推測した。

　上記のような現況から、石室の範囲に略長方形の主

調査区を設け、後、周溝、羨道等の付帯施設を確認す

るため、石室主軸に基いて縦横にトレンチを設定した。

　調査の結果、コの字型屍床を備える横穴式石室及び

羨道部の一部を確認したが、周溝等は確認することが

できなかった。

　なお、二子塚古墳の調査から二子塚全体の調査が開

始されている。このため、二子塚全体のグリッドの基

点を二子塚古墳調査のトレンチ南端に設け、その基線

は石室南北軸に一致するように設定している。

主体部

　コの字形屍床を有する、割石積の横穴式石室である。

　二子塚古墳主体部のうち、玄門、奥壁、北側壁及び

羨道部北側の下部が残存していた。天井部等の上部及

び南側の壁面は破壊されているが、これは二子塚古墳

が位置する斜面の下位ほど、破壊を被っていることを

示している。おそらくは開墾に伴い、斜面中位に平地

を作り出すために下手から削平が行われたものと推測

する。主体部調査区の南側の表土中には拳大の礫及び

石屑片が大量に包含されており、石室破壊に際して石

室構築材の一部が混じっているものと考えられる。

　なお、残存する部分には、赤彩等の装飾は確認され

なかった。

　また、残存度が低いため、複室構造の有無について

も判断できない。ここでは単室構造として記述する。

玄室

　玄室の内法は 2.38 × 1.67mを測る。長軸をほぼ東

西方向にとり、西側に玄門を設ける。使用されている

石材は、阿蘇凝灰岩の自然石又は割石であるが、とも

に玄室内壁面が平坦になるように面の選択、あるいは

他の面に比して入念な割加工が施されている。

　玄門部は、左右の袖石及び框石が残存し、石室西壁

中央に位置する。玄門の幅は、下部で 0.58m、上部

で 0.46m を測り、台形を呈しているが、これは袖石

の傾きによるものであろう。左右の袖石には幅 0.7 ～

0.9m の巨石が用いられ、その上端部は同レベルに揃

えられている。框石は、左右の袖石から 7cm程玄室

側に張り出して設けられ、玄室床面から約 10cm の

高さを持たせている。

　玄室奥壁には、幅 1.73m の一石を用いる。その上

端部は、平坦に加工され、玄門袖石と同レベルに揃え

られている。

図 261　二子塚古墳の位置
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図 262　古墳実測図 ( 二子塚古墳 )
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図 263　古墳実測図 ( 二子塚古墳 )

　両側壁は大型の石を腰石に用い、腰石の上部に厚さ

10 ～ 20cmの割石を積み上げる。腰石及び割石の隙

間には砕石片を噛ませ、積み上げ面の調整と石材の安

定を図っている。

　玄室の北半部には、石室構築の際の掘方が確認さ

れた。この掘方は、奥壁部分では約 30cm、側壁部分

では約 10cmほど石室構築材より大きく掘り込まれ、

底面は黄褐色土層（基本層序Ⅳ層）に達している。斜

面にあって、安定した地盤まで掘り込んだ結果であろ

う。

　奥壁と北側壁とが接する北東角では、奥壁石材と腰

石とが接して直角を成しているが、袖石と北側壁とが

接する北西角では、袖石と腰石との間に中型の石材が

噛み込む状態となっている。このことと、残存する腰

石は奥壁側ほど巨石を用いていることから、石室の構

築に際しては奥壁側が、より重視されたものと考える。

　玄室内に石障はない。

　玄室内北半部分には、割石の石列が T字形に残存

していた。これは屍床の仕切石である。北側屍床は

1.69 × 0.55m、奥屍床は 1.73 × 0.56m を測る。破

壊された南側の屍床と併せて、同規模の屍床がコの字

形に配されていたと考えられる。なお、石室平面形に

おける長軸に対し線対称に屍床南側屍床を復元した場

合、奥屍床に向かって狭まるハの字形を呈する屍床配

置となる。この形態は、コの字形屍床配置の中でも古

式に属するものである。また、仕切石に用いられた石

材は、阿蘇溶結凝灰岩であり、俗に千枚石と呼称され

る類のものである。この石を産する至近の露頭は、二

子塚古墳から直線距離で 2.5km 北東の上益城郡益城

町大字下鶴の岩戸川北岸に位置している。

羨道部

　羨道部は、北側壁と底部の一部が残存していたに過

ぎない。側壁は腰石を用いることなく、石室と同様の

割石を積み上げている。なお、側壁石材の下部には、

上層から黄褐色土層及び暗褐色土層が存在していた。

これらは、地山掘削後に石材敷設のため敷き込まれた

整地層部分であろう。また、羨道部側壁石材の下端面

は、石室床面より 15cm ほど上のレベルにあり、か

つ玄門から羨門に向かって上がっている。残存度が極

めて低いため推断はできないものの、主体部に向かい

傾斜する羨道であった可能性がある。おって、羨道部

の割石は面を揃えず、形や大きさ等も不揃いで、砕石

を噛ませない等、石室の割石に比して加工や造成が粗

い傾向にある。

周溝等

　周溝等の確認を目的として、主体部主軸に基きトレ

ンチを縦横に設定し調査を進めたが、周溝等、その他

の遺構を確認することはできなかった。

　二子塚古墳が斜面に位置していることから、また、

近隣の古墳で唯一の既往調査例である井寺古墳におい

ても周溝が確認されていないことから、二子塚古墳に

は周溝がもともと存在していなかった可能性も考える

ことができる。

その他

　二子塚古墳は、ほぼ長方形の石室プランにコの字形

の屍床配置を採る。石棺等の棺は確認されず、また、
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主体部が丘陵頂部平坦面と斜面との境界上に位置し、

かつ羨道部が斜面と平行に位置していることから、肥

後型石室を有する円墳であった可能性が最も高い。墳

丘の規模は 15m程度と推測することができよう。

　なお、二子塚古墳近隣で樽形 が採集されている。

二子塚古墳に伴う文物であるとの確証はないものの、

参考までに記述した。
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8　古墳時代の遺物
　古墳時代の遺物は、SD1、SD3、SD4 及び二子塚古墳に伴うものである。

　土器には土師器及び須恵器があり、金属器には装身具の耳環、馬具の轡、利器の直刀、

刀子がある。

8-1　土器

　古墳周溝部から土師器及び須恵器が出土している。

　SD1 及び SD4 の周溝部に、各 1 群の土器が包含さ

れていた。ともに、古墳陸橋部の北側の地点に凝集し、

完形率が高い状態で検出されている。

8-1-1　SD1 出土土器

　図示し得たのは、土師器 17 点、須恵器 9 点である。

図 264　古墳時代土器実測図 (SD1)
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　7001 ～ 7017 は土師器である。

　7001 及 び 7002 は 須 恵 器 模 倣 坏 で あ り、7001

は坏蓋から、7002 は坏身から模倣したものである

が、ともに坏身として用いられている。7001 は口径

14.8cm、器高 4.8cm を測る。内外面にウルシを塗布

している。7002 は口径 13.0cm、器高 5.3cm を測る。

内外面ともに磨耗が著しい。

　7003 は小型壷である。球形の体部に短い口縁がつ

き、口径 10.5cm、器高 10.6cm を測る。体部外面は

ケズリによる成形の後、横位のミガキを部分的に施す。

口縁端部は丸く収め、ヨコナデの後、ミガキを施す。

体部内面はハケメ成形の後、ナデる。口縁部はヨコナ

デの後、横位のミガキを密に施す。底部は完全な丸底

ではなく、緩やかな平坦面を備え、器体の安定を図っ

ている。なお、体部外面と内面上半部には、褐色のス

リップが施されているが、彩度の低いベンガラによる

赤彩を意図したものとも考えられる。

　7004 ～ 7011 は坏である。

　7004 ～ 7007 は丸底で、頸部が括れ、口縁部が外

反し、口縁端部を丸く収めた、埦型の形態をとる。口

縁部をヨコナデした後、体部から底部にかけて手持ヘ

ラケズリを施す。7004 は口径 12.6cm、器高 6.1cm、

7005 は 口 径 12.8cm、 器 高 6.1cm、7006 は 口 径

13.0cm、器高 5.5cm、7007 は口径 12.0cm、器高 6.1cm

を測り、口径 12cm、器高 5cm 程度の規格性を有する。

また、形態、法量の同一性と併せて、胎土、調整、焼

成ともに同質であり、同工品としてよい。

　7008 ～ 7011 は、丸底の底部で、体部上半部に最

大径を有し、口縁部は内傾し、その端部を丸く収める。

口縁部にはヨコナデが施され、その他の部位にはラン

ダムなナデが施されているが、器面が磨耗している

ため詳細は不明である。7008 は口径 12.0cm、器高

4.8cm、7009 は口径 12.8cm、器高 5.0cm、7010 は

口径 12.4cm、器高 5.4cm、7011 は口径 12.6cm、器

高 4.7cm を測り、口径 12cm、器高 5cm 程度の規格

性を有する。また、形態、法量の同一性と併せて、胎

土、調整、焼成ともに同質であり、同工品としてよい。

ただし、7004 ～ 7007 と 7008 ～ 7011 とは細部で

異なり、前者のほうが胎土、調整ともに緻密かつ丁寧

である。

　7012 ～ 7017 は高坏である。

　7012 及び 7013 は須恵器模倣高坏であり、裾端部

を丸く収めたラッパ状に広がる長い脚部に、3 方向

1 段の三角形透しを穿つ。7012 は脚部のみの出土で

あるが、底径 12.4cm、器高 12.2cm を測る。脚部外

面は縦位のケズリの後に、裾部にヨコナデが施され

る。脚部内面は横位のケズリの後に、裾部にヨコナ

デが施される。脚部内の中空部先端は直径 0.7cm 程

の刺突痕が残る。透しは、裾屈曲部に 1.5cm の切込

みを入れ底辺とし、坏接合部の屈折点を頂点とした

約 10.5cm の 2 側辺をもつ長二等辺三角形である。透

しの成形には、幅 1mm 程の鋭利な刃物が用いられて

いる。なお、透しは外面では精緻な形態をとるが、内

面の処理は粗雑である。7013 は口径 15.6cm、器高

17.4cm、底径 13.0cm を測る。坏部は口縁端部を丸

く収め、体部と底部の境に稜を形成する。外面調整は、

底部にはナデ、体部には横位のナデ、口縁部にはヨコ

ナデを施し、内面調整は、底部には一方向、体部には

横位のナデ又はミガキを施し、口縁部はヨコナデとし

ている。脚部の造作は 7012 と同じである。7012 と

7013 は、形態、法量、胎土、調整、焼成ともに同質

であり、同工品としてよい。

　7014 は、頸部に括れをもつ坏部とラッパ状に広

がる低い脚部を有し、口径 12.0cm、底径 8.1cm、器

高 10.8cm を測る。坏部内面は、底部はナデ、その

他の部位には横位のミガキが施されている。外面の

頸部にはヨコナデの後、横位のミガキが施されてい

る。体部外面はオサエ及びナデにより調整されてい

るが、部分的に横位のミガキが観察される箇所もあ

る。脚部には内外面とも横位のナデが施された後、裾

部にヨコナデが施される。この高坏の坏部は、7004

～ 7007 の坏と同形態であり、法量も近似し、併せて

胎土、調整、焼成も同質であり、同工品としてよい。

7015 ～ 7017 はラッパ状に開く脚部に、口縁部を丸

く収める深い坏部がつく。7015 は口径 16.2cm、器

高 12.0cm、底径 10.3cm を測る。坏部内面は、成形

後に底部を一方向にナデ、体部は横位にナデ又はミガ

キを施す。口縁部はヨコナデを施し、端部を丸く収め

る。坏部外面は脚部との接合後、底面には脚部を中心

に囲みこむ直線的なケズリ、体部は斜位のケズリを施
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し、後、ともにナデを施す。なお、このケズリは丁寧で、

ケズリ面は平滑に整えられ、ミガキに近い光沢を有す

る部分もある。口縁部にはヨコナデが施される。脚部

外面は、坏部との接合後、接合部から裾部にかけて縦

位の細長いケズリを加え、裾部はヨコナデを施し、裾

端部を丸く収めている。脚部内面は横位に連続してケ

ズリを加え、裾部にはヨコナデを施す。なお、7015

の坏部内面稜線付近には、ウルシらしき黒色付着物

が認められる。7016 は口径 15.0cm、器高 11.8cm、

底径 9.8cm を測る。器面調整は 7015 と同じである

が、脚と坏の接合部が中実のままとなり、裾部の開き

が大きい。また、脚部内面は横位に連続してケズリ

を加えた後、一部にナデを加えている。7017 は口径

16.0cm、器高 12.2cm、底径 11.0cm を測る。器面調

整は 7016 と同じである。なお、坏内面にはウルシら

しき黒色付着物が認められる。7015 ～ 7017 は、口

径 16cm、器高 12cm、底径 10cm 程度の規格性を有

する。また、形態、法量の同一性と併せて、胎土、調

整、焼成ともに同質であり、同工品としてよい。おって、

7015 及び 7017 の坏部内面にウルシが塗布されてい

る可能性が高いことは先述のとおりであるが、7015

～ 7017 のその他の部位には赤褐色のスリップが施さ

れている可能性があり、内面はウルシ、外面はベンガ

ラにより塗彩された土器となることが考えられる。

　7018 ～ 7026 は須恵器である。

　7018 は坏蓋、7019 は坏身であり 7018 の口径が

若干小さいため 1 組の蓋坏とはならないが、胎土、

焼成ともに同質の蓋坏である。7018 は口径 14.2cm、

器高 5.1cm を測り、ロクロ成形の後、天井部に回転

ヘラケズリを施す。天井部外面頂部には焼成前にでき

た欠損部が残るが、つまみ等の接合痕とは考えられず、

粗雑な調整の結果であろう。7019 は口径 13.3cm、

底径 6.6cm、器高 4.7cm を測る。ロクロ成形の後、

内面底部にはランダムなナデを施し、外面体部下半か

ら底部にかけては回転ヘラケズリを施す。

　7020 は小型壷である。口径 6.1cm、器高 7.6cm を

測る。口縁端部は丸く収め、頸部より若干肥厚してい

る。内外面ともにロクロ成形が施されているが、外面

底部には粗い回転ヘラケズリが施される。

　7021 ～ 7024 は である。

　7021 は口頸部を欠失し、体部径 11.2cm、体部高

6.5cm、頸部径 5.8cm を測る。外面は、体部上半に

カキメを施し、体部下半は回転ヘラケズリの後、底面

に手持ヘラケズリを施す。底部には若干の平坦面を有

する。内面は、底部に粘土平板 1 枚が用いられ、後、

体部部分の粘土紐が積み上げられ、ロクロ成形がな

されている。7022 は体部径 10.2cm、頸部径 4.2cm、

器高 14.8cm を測る。口縁部は欠失しているが、長大

化した口頸部が大きく外反するタイプであろう。頸

部内面は回転ナデが施され、シボリ痕は認められな

い。外面には、成形後、頸部から体部にかけてカキ

メが施され、肩部に 2 条のロクロ挽沈線を巡らせる。

後、沈線の上下にカキメと同一の原体により列点紋を

施す。頸部と体部の接合部をナデ、体部下半から底部

にかけて回転ヘラケズリを施す。注口部は、最後に穿

孔されている。7023 は口径 14.0cm、体部径 9.8cm、

頸部径 5.1cm、器高 13.9cm を測る。口頸部は長大化

し、大きく開いた 2 段口縁の端部は内側に段をつくる。

外面の口縁部最下部には 1 条のロクロ挽沈線が巡り、

その直上に 1 段の櫛描波状紋が巡る。頸部はロクロ

成形の後、3 段 4 回にわたり櫛描波状紋を巡らせる。

体部はロクロ成形の後、2 条のロクロ挽沈線を巡らせ、

沈線間に列点紋を配する。沈線より下の体部下半部に

は、回転ヘラケズリを施す。注口部は、最後に穿孔さ

れている。7024 は口径 11.4cm、体部径 9.8cm、頸

部径 5.7cm、器高 11.8cm を測る。口頸部は長大化を

始め、頸部は外傾し、2 段口縁の端部は内側に段をつ

くる。頸部はカキメを施した後、口縁直下に櫛描波状

紋を巡らせる。体部はロクロ成形の後、肩部に 1 条

のロクロ挽沈線を巡らせ、その直下に列点紋を施す。

体部下半は回転ヘラケズリを施し、後、底部をナデる。

注口部は、最後に穿孔されている。

　7025 は提瓶である。半環状の吊手を肩部に 1 対備

え、漏斗状の単純な口頸部を有する。体部腹面は半球

状を呈し、成形後に回転ヘラケズリが外面に施される。

口頸部はロクロ成形され、口縁部はわずかに直立し、

口縁端部は丸く収める。口頸部と体部の接合部は、軽

くナデられている程度で、内面にも丁寧な調整が施さ

れた形跡はない。半環状の吊手は紐造であり、押圧ナ

デにより体部と接合している。体部の背面は平面で、
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図 265　古墳時代土器実測図 (SD1)

他の部品との接合後に接合部近辺を回転ヘラケズリ

し、背面中央部をナデている。この調整がこの提瓶の

最終調整となる。なお、体部の厚みは約 14cm である。

　7026 は、大型甕の体部下半の破片である。外面に

は格子目叩き板によるタタキ成形の後、横位にロクロ

によるハケメ調整が部分的に施される。内面は同心円

当て具痕が残るが、粘土紐接合部を境に、上下に当て

具の移動方向が異なる。底部は丸底、器形は倒卵形に

近い形態を採るものと考えられる。

8-1-2　SD4 出土土器

　図示し得たのは、土師器 8 点、須恵器 11 点である。

　7027 ～ 7034 は土師器である。

　7027 は須恵器模倣坏である。丸底の底部に外彎し

つつ直立する口頸部がつき、口径 12.0cm、器高 5.1cm

を測る。内面は、底部中央部には不定方向のミガキが

施され、底部外縁から頸部までは横位のミガキが施さ

れる。外面底部は手持ヘラケズリの後、底面部には一

方向のミガキを施している。頸部にはヨコナデを施す。

なお、外面の頸部及び底部の一部には黒色付着物が残

存しており、全面にウルシが塗布されていたものと考

えられる。また、内面には、全面に黒色処理が施され

ている。

　7028 ～ 7034 は高坏である。

　7028 は、坏部の体部を欠くが、ラッパ状に開く脚

部を有し、器高 11.5cm、底径 11.1cm を測る。坏部

底部の内外面はナデを施す。脚部外面は、筒部を手で

握り整え、裾部にはヨコナデを施し、裾端部は丸く収

める。脚部内面は、坏部との接合の後に 3 段階に分

けてケズリ、裾部にはヨコナデを施す。

　7029 は、ラッパ状に開く脚部に、体部と底部と

の境に稜を形成する坏部をもち、口径 18.2cm、器高

16.5cm、底径 13.4cm を測る。坏部は、内外面とも

横位のナデが施され、後、口縁部にはヨコナデが加わ

り、口縁端部は丸く収めている。脚部外面は、筒部を

手で握り整え、裾部にはヨコナデを施し、裾端部は丸

く収める。脚部内面にはケズリが施され、後、一部を

ナデている。

　7030 は、ラッパ状に開く脚部に、体部と底部と

の境に稜を形成する坏部をもち、口径 17.9cm、器高

15.8cm、底径 11.4cm を測る。坏部は、底部と体部

の接合後、内外面ともに横位のナデが施され、口縁部
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図 266　古墳時代土器実測図 (SD4)
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にはヨコナデが巡る。後、坏底部は内外面ともランダ

ムなナデにより脚部にオサエ付けられ、内底は脚部の

中空部該当部分が凹む。脚部外面は、筒部を手で握り

整え、裾部にはヨコナデを施し、裾端部は丸く収める。

脚部内面にはケズリが施され、後、ラッパ状に広がる

部位をナデ広げている。ナデ広げた部分には、移動し

た粘土が何ら処理をうけずに残存する。脚部と裾部の

境は、外面は曖昧であるが、内面には稜が形成され裾

部にヨコナデが施される。

　7031 は、ラッパ状に開く脚部に、体部と底部と

の境に稜を形成する坏部をもち、口径 17.6cm、器高

16.8cm、底径 12.5cm を測る。坏部は、外面には横

位のナデが施され、後、口縁部にはヨコナデが加わる。

内面は、底部をナデ、体部にはヨコナデを施し、口縁

端部は丸く収めている。脚部外面は、筒部を手で握り

整え、裾部にはヨコナデを施し、裾端部は丸く収める。

脚部内面にはケズリが施される。

　なお、7029 ～ 7031 では、坏部の底部と体部との

接合痕が明瞭に認められた。坏底縁辺部に放射状の刻

み目を施し、体部部品を圧着させることにより、両者

の接合作用を高めている。この刻み目は幅 1mm、深

さ 0.5mm 程度であり、複数回に分けて、鋭利な原体

により施されている。図示したのは底部側の刻み目で

あるが、体部側の破片には、刻み目の陽像が残存して

いる。

　また、7029 ～ 7031 は、坏部の浅深、脚部造作の

粗密等、細部での差異が認められるものの、形態、法

量は同一性が高く、胎土、調整、焼成ともに同質なた

め、同工品としてよい。

　7032 は、小型の坏部に中空の脚部がつく。脚部が

途中で欠損しているが、ラッパ状に開くタイプであろ

う。口径 9.9cm、器高 6.4cm を測る。全体に磨耗が

著しいが、坏部内面には横位のナデ、坏部外面の頸部

にはヨコナデ、底部にはナデが観察され、脚部外面は

縦位のケズリが入る。口縁端部は丸く収めている。脚

部内面は、坏部との接合後にケズリが施され、接合部

にはケズリ残りの部位がボタン状に残存している。

　7033 は、体部と底部の境に稜を形成する坏部をも

つ。脚部が欠損しているが、ラッパ状に広がるタイプ

であろう。口径 16.5cm、器高 7.9cm を測る。坏部の

口縁端部は丸く収めるが、摩滅が著しく、内外面とも

に調整は不明である。脚部は外面をケズリ、内面は坏

部との接合後にケズリが施され、接合部にはケズリ残

りの部位がボタン状に残存している。

　7034 は、体部と底部の境に段を有する坏部にラッ

パ状に広がる太い脚部がつき、口径 16.8cm、器高

13.1cm を測る。坏部の口縁端部は丸く収めるが、摩

滅が著しく、他の部位の調整は不明である。脚部は外

面をケズリ、裾部にはナデを施し、裾端部は丸く収め

る。脚部内面はケズリ痕が裾部上端まで残存している

が、その他の調整は不明である。

　7035 ～ 7045 は須恵器である。

　7035 は坏蓋である。口径 11.8cm、器高 5.0cm を

測る。外面には稜を有し、口縁部はヨコナデ、天井部

には回転ヘラケズリを施し、口縁端部には弱いながら

も段を有する。内面はナデている。

　7036 は短頸壷である。有蓋短頸壺であるが蓋部は

検出していない。口径 7.9cm、体部径 13.4cm、器高

7.7cm を測る。頸部は内彎気味に立ち上げ、ヨコナデ

を施し、端部を丸く収める。外面の体部にはカキメを

施し、肩部にヨコナデにより 1 条の素紋帯を付した後、

素紋帯を挟み、その上下に羽状列点紋を配す。体部下

半から底部は回転ヘラケズリを施す。底部は平底気味

に平坦部を作り、安定している。内面はナデている。

　7037 は高坏である。坏部の大半を欠失しているが、

底径 6.0cm、器高 10.2cm を測る。短脚で透かしをも

たず、蓋坏の蓋部を坏身としている。外面は、坏底部

から脚部にかけてはカキメを施し、坏体部は回転ヘラ

ケズリを加える。脚端部は折り返す。内面は、坏部、

脚部ともにナデている。

　7038 ～ 7044 は である。

　7038 は口径 11.5cm、体部径 9.1cm、頸部径 5.8cm、

器高 12.7cm を測る。口頸部は長大化を始め、2 段口

縁の端部は内側に段をつくる。外面の頸部には 2 段

の櫛描波状紋を巡らせる。体部はナデ、肩部に 1 条

のロクロ挽沈線を巡らせた後、沈線直下に列点紋を配

する。列点紋より下の体部下半部には回転ヘラケズリ

を施す。注口部は、肩部沈線に接して穿孔されている。

内面はナデており、シボリ痕は観察できない。

　7039 は 体 部 径 10.0cm、 頸 部 径 4.3cm、 器 高
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12.8cm を測る。口縁部を欠失しているが、長大化し、

口縁部が大きく開くタイプであろう。頸部外面はナデ

た後、その上半部に 1 条のロクロ挽沈線を巡らせる。

体部外面はナデた後、肩部に 2 条のロクロ挽沈線が

巡り、その沈線間及び頸部付け根に各 1 段の列点紋

を巡らせる。肩部下段の沈線より下の体部下半部には、

回転ヘラケズリを施す。底部には狭小な平坦面を備え、

安定性を作り出している。注口部は、最後に穿孔され

ている。内面はナデ、頸部にはシボリ痕が観察される。

　7040 は、 体 部 径 10.0cm、 頸 部 径 3.7cm、 器 高

13.0cm を測る。焼成は不良であり、体部下半部は生

焼け状態となり、全体の色調も明褐色を呈している。

器壁の硬度が著しく軟質なことから、所謂二次焼成を

受けて酸化した須恵器とは明らかに異なる。底部は、

最下段部の粘土が焼成後に剥落した形で欠損してお

り、一部、破損孔が開いている。破損孔の割れ口からは、

意図的な穿孔とは考えられない。口縁部を欠失してい

るが、口頸部が長大化し、口縁部が大きく開くタイプ

であろう。頸部外面はナデの後、中位に 2 条のロク

ロ挽沈線が巡り、沈線直上から口縁下端までの間に 1

段の櫛描波状紋が巡る。体部外面はナデた後、肩部に

は 2 条のロクロ挽沈線が巡り、沈線間に 1 段の列点

紋を配す。沈線より下の体部下半部には、回転ヘラケ

ズリを施す。この回転ヘラケズリは下位沈線と列点紋

の一部を切っており、造作の粗雑化が認められる。注

口部は、最後に穿孔されている。内面はナデ、頸部に

はシボリ痕がわずかに認められる。

　7041 は 体 部 径 10.0cm、 頸 部 径 4.4cm、 器 高

16.4cm を測る。口縁部を欠失しているが、口頸部が

長大化し、2 段の口縁部が大きく開くタイプであろう。

頸部外面はカキメを施した後、その中位に 2 条のロ

クロ挽沈線を巡らせる。沈線と口縁部との間には櫛描

波状紋を巡らせる。体部外面はカキメを施した後、肩

部に 2 条のロクロ挽沈線が巡り、その沈線間に列点

紋を巡らせる。肩部下段の沈線より下の体部下半部に

は、回転ヘラケズリを施す。底部は回転ヘラケズリ後、

何ら処理を施されず、尖底気味の丸底である。注口部

は、肩部の上位沈線に接して、最後に穿孔されている。

内面はナデ、頸部にはシボリ痕が観察される。

　7042 は 体 部 径 9.6cm、 頸 部 径 4.0cm、 器 高

16.3cm を測る。口縁端部を欠失しているが、口頸部

が長大化し、口縁部が大きく開くタイプであろう。頸

部外面はナデた後、その中位に 2 条のロクロ挽沈線

を巡らせる。口縁部は端部が欠失しているがナデ調整

で、頸部と口縁部との境には稜を形成する。体部外面

はナデた後、肩部に 2 条のロクロ挽沈線が巡る。体

部下半部には、回転ヘラケズリを施し、後、不定方向

のナデを加える。底部には、回転ヘラケズリとナデの

中間段階に「タタキ痕」に類似した調整痕が残存して

いる。これは、須恵器成形時の置台（莚等）の痕跡で

ある可能性がある。注口部は、最後に穿孔されている。

内面はナデ、頸部にはシボリ痕が観察される。

　7043 は 体 部 径 9.2cm、 頸 部 径 3.6cm、 器 高

13.5cm を測る。口縁部を欠失しているが、口頸部が

長大化し、2 段の口縁部が大きく開くタイプであろう。

調整は簡略化が進み、頸部外面はナデ、体部外面はナ

デた後、肩部に 1 条のロクロ挽沈線が巡り、後、体

部下半部にカキメに近似した回転ヘラケズリを施す。

底部には平坦面を備えるが、安定性はない。注口部は、

最後に穿孔されている。内面はナデており、シボリ痕

は認められない。

　7044 は 体 部 径 9.6cm、 頸 部 径 3.5cm、 器 高

13.3cm を測る。頸部中位以上を欠失しているが、口

径部長大化し、口縁部が大きく開くタイプであろう。

調整は簡略化が進み、頸部外面はナデ、体部外面はナ

デた後、下半部に回転ヘラケズリを施す。底部は回転

ヘラケズリの後、何ら処理を施さず、尖底気味の丸底

である。注口部は、最後に穿孔されている。内面はナ

デ、頸部にはシボリ痕が観察される。

　7045 は提瓶である。半環状の吊手を肩部に 1 対備

え、漏斗状の 2 段口縁を有する。体部の背面は平面

図 267　古墳時代耳環実測図 (SD4)
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図 268　古墳時代鉄器実測図 ( 二子塚古墳 ,SD1)

で、内面を同心円状のカキメにより平板化した後、周

縁部をケズリ、外面にも腹部部品との接合後にカキ

メを施す。体部腹面は半球状を呈し、粘土紐輪積の後

に指頭によりオサエ、器壁が厚い部分はケズリ、器厚

の均一化を図っている。外面には、背面部品との接合

後に、カキメが全面に施される。口頸部はロクロ成形

され、外反する頸部に内彎しつつ直立する口縁部が続

き、口縁端部を丸く収める。口頸部と体部の接合部は、

内外面ともナデが加えられる。半環状の吊手は紐造で

あり、体部との接合部は丁寧にナデている。この調整

がこの提瓶の最終調整となる。なお、体部の厚みは約

14.5cm である。

8-2　金属製品

8-2-1　銅製品

　SD4 から耳環が 1 点出土した。

耳環

　7115 は、耳環である。SD4 の周溝内から出土した。

　耳環は断面が 4 × 8mm の楕円形に近い隅丸長方形

を呈する棒材を、縦幅 2.2cm、横幅 2.5cm の円形に

曲げ、開き部には約 1.5mm の間隔を設けている。

　耳環の芯は、緑青が観察されることから銅製と考え

られる。芯部は箔で覆われているが、この箔は銀色を

呈していることから銀箔と考えられる。箔は非常に薄

く、芯に密着している。なお、耳環の底面中央付近に

一条の線が耳環の形状に沿って観察されるが、当該部

が箔の長端部であろう。また、耳環両端部の中央には

箔が重なったため生成されたと考えられる微小な凸部

が存在するが、これは箔が両端部において折り畳まれ

たことを示していると考える。

8-2-2　鉄製品

　古墳時代の鉄器は、二子塚古墳、SD1 及び SD4 か

ら 14 点が出土した。

二子塚古墳出土鉄器

　二子塚古墳からは、鉄刀 1 点が出土した。

　7101 は鉄刀片である。コの字形と考えられる屍床

の仕切石の隙間から出土した。平造りであり、鋒と関

側を欠く。現存長 16.7㎝、幅 2.1㎝、棟幅 0.5㎝を測る。
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SD1 出土鉄製品

　SD1 から刀子１点、鉤形鉄製品 1 点、轡 1 点、合

計 3 点の鉄製品が、周溝部から出土している。

　7102 は、刀子の身半ばから茎尻までの破片である。

茎には鹿角柄の痕跡を遺すが、表面は失われており、

形状、紋様等は不明である。身幅は 1.8㎝、棟幅は 0.5

㎝を測るが、顕著な銹膨れのために、旧状を正しく表

した数値ではない。棟から 1.0cm 程の箇所から研ぎ

が入り、刃部を形成する。関は両関と考えられるが、

棟関に比べて刃関は明瞭ではない。

　7103 は鉤形鉄製品である。横断面形方形の鉄棒の

両端を加工し、一方を環状に、他方を鉤状に曲げてい

る。鉤としての機能が想定されるが、具体的な使用法

は断ずることができない。全長は 3.2㎝、環状部の直

径 2.0㎝を測る。

　7104 は轡の銜である。二連式の銜であり、左右の

長さそれぞれ 10.1㎝、9.8㎝を組み違えで連結してい

る。連結部は左側が環状であるのに対し、右側は鉤状

で、完全に閉鎖していない。引手を連結する環状部

は、左側が長軸 3.9㎝、短軸 3.3㎝、右側が長軸 4.3㎝、

図 269　古墳時代鉄器実測図 (SD4)
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短軸 3.6㎝で、大きさが異なっている。素材となって

いる棒状品も左側が 0.9㎝であるのに対し、右側が 0.8

㎝未満であり、右側の方が脆弱な雰囲気を呈している。

SD4 出土鉄製品

　SD4 からは、鉄鏃 3 点、刀子 6 点、その他の鉄器 1 点、

合計 10 点の鉄製品が出土している。7112 は主体部

から出土した刀子であり、他はすべて周溝部から出土

した。

　鉄鏃はすべて長頸鏃で、長三角形式長頸鏃 2 点及

び圭頭式長頚鏃１点が出土した。

　7105 及び 7106 は長三角形式長頸鏃である。

　7105 は現存長 13.3cm で、2.2cm × 1.2cm の鏃身

をもち、鏃身関部の幅は 0.3cm、頸部長 9.1cm、茎

部長 3.0cm を測る。頸部から茎部にかけては緩やか

に移行し、関部は明瞭ではない。頸部の断面は 0.6cm

四方の正方形を呈し、頸部半ばから鏃身に向かい徐々

に厚みを減じ、鏃身部の厚さ 0.2cm となる。また、

茎部は、関部から茎先に向かって細くなり、茎先では

0.3cm 四方の正方形断面を呈する。なお、茎先は屈曲

している。

　7106（7109）は 2 箇所で折損しており、現存長

13.1cm 以上、1.6cm × 1.0cm の鏃身をもち、鏃身関

部の幅は 0.2cm、頸部及び茎部の長さは 11.5cm 以上

となろう。頸部及び茎部を分かつ関部は不明であるが、

折損部に含まれる可能性がある。頸部の断面は 0.5cm

四方の正方形を呈し、鏃身に向かい徐々に厚みを減じ、

鏃身部の厚さ 0.2cm となる。また、茎先に向かって

は細くなり、茎先では 0.3cm 四方の正方形断面を呈

する。なお、鏃身関部付近で屈曲している。

　7107 は圭頭式長頚鏃で、頸部半ばから欠損してい

る。現存長 6.7cm、1.1cm × 0.9cm の鏃身をもち、

頸部長は現状で 5.6cm である。茎部は欠失し不明で

ある。頸部の断面は 0.7cm × 0.3cm の方形を呈し、

鏃身半ばから僅かに厚みを減じ、鏃身先端部の厚さは

0.2cm となる。なお、頸部残存部の端部付近で屈曲し

ている。

　刀子は６点出土した。

　7109 は切先を欠く現存長 5.2cm の身の破片であ

る。鋒から身にかけての部分で、その半ばで曲がって

いる。

　7110 は茎先をわずかに欠き、現存長 10.9cm、刀

身 7.9cm で、鋒が棟側に反っている。両関であるが、

刃関は不明瞭である。棟関は斜め気味の角関である。

刀身、茎ともに厚さ 0.2cm を測り、旧状をよくとど

めている。関から刀身半ばにかけて刃部が内湾するが、

これは研ぎ減りによるものであろう。なお、茎先がわ

ずかに湾曲している。

　7111 は全長 10.8cm、刀身 7.0cm、茎 3.8cm を測

る完形品で、両関を有する。棟関は 0.4cm ほどの斜関、

であるが、刃関は 0.2cm ほど切り込んだ角関である。

棟幅は最大で 0.4cm 程度であるが、茎部では 0.2cm

と厚さを減じる。

　7112 は刀身半ばから鋒の部分を欠いており、把口

金具と考えられる環状鉄製品を伴って出土した。現存

長 7.2cm、茎長 3.2cm を測る。棟関はわずかに斜関で、

刃関は角関で 0.2cm と狭い。身は最大で厚さ 0.3cm

程度であるが、茎は 0.2cm と厚さを減じる。刃部が

大きく内湾しているが、これは研ぎ減りによるもので

あろう。把口金具は厚さ 0.1cm、幅 0.9 ～ 1.2cm の

鉄板を 1.6cm × 1.3cm の楕円環に拵えている。なお、

木質の付着は確認できない。

　7113 は鋒を欠き、現存長 8.9cm、刀身 4.8cm 以上、

茎 4.1cm を測る。両関であり、棟関は斜め、刃関は

0.1㎝ほど切り込む角関である。身は厚さ 0.4cm 程度

であり、刀身半ばあたりが最も厚い。茎は厚さ 0.2cm

程度となり、関から茎先に向かい厚さを減じる。なお、

茎半ばでわずかに湾曲している。

　7114 は崩壊が著しく、復元が困難である。全長

11.5cm 以上になるものと思われ、刀身 6.5cm 以上、

茎は 4.9cm に復元した。鋒を有する破片と関部を有

する破片とのつながりが悪く、その中間にも長めの破

片が存在するものと思われる。棟関、刃関ともに不明

瞭であり、茎は刃側に曲がり込んでいる。

　その他の鉄器は、不明鉄器 1 点が出土した。

　7108 は不明鉄器である。厚さ 0.2cm、幅 0.5cm の

扁平な棒状品に加工し、一方を細くし、かつ 60°程折

り曲げている。用途は不明である。
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9　古代の遺構
　古代の遺構は掘立柱建物 18棟及び柵列 3条を確認した。

　いずれの掘立柱建物、柵列も概ね一致した並びを示し、計画性を有する遺構配置を採っ

ている。

9-1　掘立柱建物

　掘立柱建物は、現地調査の段階では 17棟検出した

との認識であった。

　掘立柱建物には 1から 17までの遺構番号を振り当

てたが、うち掘立柱建物 13は東西 2棟に分かれると

考えたほうが適切なため、掘立柱建物 13A 及び掘立

柱建物 13B として記述する。

　したがって、正確には 18棟の掘立柱建物を調査し

たこととなる。

9-1-1　掘立柱建物 1

　長軸を南北方向に採る桁行 2間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 4.56m×梁行 3.52mであり、柱

間寸法は桁間 2.14 ～ 2.30 ｍ、梁間 1.55 ～ 1.80m

である。

　柱穴は直径 28～ 35cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 28～ 50cmであった。東壁及び西壁の

柱穴列は、底面標高を概ね揃えている。

9-1-2　掘立柱建物 2

　長軸を南北方向に採る 2間×梁行 2間の掘立柱建

物である。桁行 4.06m×梁行 3.12mであり、柱間寸

法は桁間1.76～ 2.30 ｍ、梁間1.35～ 1.63mである。

　柱穴は直径 42～ 51cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 35～ 56cmであった。南壁及び東壁の

柱穴列は、底面標高を概ね揃えている。

図 270　古代遺構実測図
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図 271　掘立柱建物実測図 (1,2,3)

　これら主柱の内側、南北壁に平行して副柱が検出さ

れた。副柱列は、主柱列から 30～ 50cm内側に配さ

れる。副柱穴は直径 24～ 36cmの円形を呈し、遺構

確認面からの深さは 27～ 50cmであった。柱間寸法

は 118 ～ 125cmである。

9-1-3　掘立柱建物 3

　長軸を南北方向に採る桁行 3間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 6.16m×梁行 4.37m、柱間寸法

は桁間 1.78 ～ 2.23 ｍ、梁間 1.93 ～ 2.27m であり、

桁行中央部が最も狭い。

　柱穴は直径 45～ 55cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 28～ 39cmであった。柱痕跡が計 7柱

穴で確認された。いずれも丸柱であり、その太さは直

径 15～ 22cmである。北壁及び南壁の柱穴列は、底

面標高を概ね揃えている。

9-1-4　掘立柱建物 4

　長軸を南北方向に採る桁行 5間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 9.03m×梁行 4.44m、柱間寸法
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図 272　掘立柱建物実測図 (4,5)

は桁間 1.50 ～ 2.10 ｍ、梁間 1.95 ～ 2.40m であり、

桁行中央部が最も狭い。

　柱穴は直径 31～ 52cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは23～53cmであった。西壁の柱穴列は、

柱穴底面の標高を概ね揃えている。

9-1-5　掘立柱建物 5

　長軸を南北方向に採る桁行 5間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 6.95m×梁行 4.34m、柱間寸法

は桁間 0.95 ～ 1.55 ｍ、梁間 1.92 ～ 2.24m であり、

桁行中央部が最も狭い。

　柱穴は直径 29～ 57cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは22～52cmであった。東壁の柱穴列は、

柱穴底面の標高を概ね揃えている。

9-1-6　掘立柱建物 6

　長軸を南北方向に採る桁行 3間×梁行 3間、南側

1面妻庇付の掘立柱建物である。桁行 4.96m ×梁行

4.93m、柱間寸法は桁間 0.95 ～ 1.55 ｍ、梁間 1.92

～ 2.24m である。柱穴は直径 41 ～ 79cm の円形を

呈し、遺構確認面からの深さは 28～ 98cmであった。

西壁の柱穴列は、柱穴底面の標高を概ね揃えている。

　南壁柱穴列からさらに 1.5m程南側に出て庇柱列が

付設される。庇柱穴は直径52～74cmの円形を呈し、
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図 273　掘立柱建物実測図 (6,8)
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図 274　掘立柱建物実測図 (7)

遺構確認面からの深さは 63～ 83cmであった。

この妻庇側、すなわち南壁柱列、庇柱列はともに 4

本柱ではあるが、西側 1/2 を空け、中央から東半に

かけて柱を配している。棟の通りが悪いが、南北に梁

をかけ棟を受けたものであろう。

9-1-7　掘立柱建物 7

　長軸を南北方向に採る桁行 5間×梁行 3間、2面

庇付の掘立柱建物である。この掘立柱建物は、もとは

北側 1面妻庇付掘立柱建物だったものが、西側に庇

が増設され、2面庇付掘立柱建物へと改築されている。

　掘立柱建物は桁行 8.23m×梁行 5.08m、柱間寸法

は桁間 1.08 ～ 1.95 ｍ、梁間 1.38 ～ 2.00m である。

柱穴は直径 39～ 71cmの円形を呈し、遺構確認面か

らの深さは 43～ 77cmであった。北壁柱穴列からさ

らに 1.5m程北側に出て庇柱列が付設される。庇柱穴

は直径 42～ 58cmの円形を呈し、遺構確認面からの

深さは 59～ 71cmである。これは一面妻庇である。

　後、掘立柱建物西壁を建て直し、さらに 1.8m程西

側に庇柱列を付設する改築が行われる。改築は、西壁

を北端部で 1寸程軸を西に振り直し、妻庇の最西部

柱間も 1.5mと庇の出幅に合わせた形になるように施
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されている。

　改設された西壁柱穴列及び妻庇最西端柱穴は、直径

41 ～ 60cmの円形を呈し、遺構確認面からの深さは

45 ～ 59cm である。柱間寸法は 153 ～ 216cm であ

る。増設された庇柱穴は直径 30～ 44cmの円形を呈

し、遺構確認面からの深さは 45～ 80cmである。柱

間寸法は 142 ～ 192cmである。

9-1-8　掘立柱建物 8

　長軸を東西方向に採る桁行 5間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 7.70m×梁行 4.90m、柱間寸法

は桁間 1.20 ～ 1.70 ｍ、梁間 1.84 ～ 2.91mである。

　柱穴は直径 35～ 61cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 25 ～ 55cm である。西壁の柱穴列は、

柱穴底面の標高を概ね揃えている。

9-1-9　掘立柱建物 9

　長軸を東西方向に採る桁行 5間×梁行 2間で屋内

棟持柱を備えた掘立柱建物である。桁行 7.66m×梁

行 4.53m、柱間寸法は桁間 1.43 ～ 1.69 ｍ、梁間 2.08

～ 2.45mである。

　柱穴は直径 30～ 60cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 24～ 50cmである。東壁及び西壁の柱

穴列は、柱穴底面の標高を概ね揃えている。

　屋内棟持柱は、東壁から 3.21m、西壁から 4.44m

に位置している。梁行の東西棟持柱と直列し棟筋を

通すが、桁行の側柱列とは揃わない。柱穴の直径は

34cm、確認面からの深さは 23cmであり、小ぶりな

側柱の柱穴と規模が類似する。

9-1-10　掘立柱建物 10

　長軸を東西方向に採る桁行 5間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 8.17m×梁行 4.53m、柱間寸法

は桁間 1.27 ～ 1.88 ｍ、梁間 2.10 ～ 2.32mである。

　柱穴は直径 32～ 56cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 42 ～ 77cm である。4面の柱穴列は、

柱穴底面の標高を概ね揃えている。

9-1-11　掘立柱建物 11

　長軸を南北方向に採り桁行 4間×梁行 3間と推定

できる掘立柱建物である。東南の隅柱を起点に東壁を

構成する4基の柱穴が、撹乱等のため、検出できなかっ

た。しかし、西壁及び北壁は完存していると考えられ

る。桁行 7.67m×梁行 4.86m、柱間寸法は桁間 1.57

～ 2.05 ｍ、梁間 1.38 ～ 1.83mである。

　柱穴は直径 47～ 62cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 47～ 69cmである。西壁及び南壁の柱

穴列は、柱穴底面の標高を概ね揃えている。

9-1-12　掘立柱建物 12

　長軸を南北方向に採る桁行 5 間×梁行 2 間、西

側 1面庇付の掘立柱建物である。桁行 7.88m×梁行

4.53m、柱間寸法は桁間 1.48 ～ 1.74 ｍ、梁間 2.06

～ 2.47m である。柱穴は直径 36 ～ 54cm の円形を

呈し、遺構確認面からの深さは 12～ 40cmであった。

　西壁柱穴列からさらに 1.5m程南側に出て庇柱列が

付設される。庇柱穴は直径33～51cmの円形を呈し、

遺構確認面からの深さは 27～ 49cmであった。庇柱

穴列は最北端の穴を欠くが、これは弥生時代住居址と

切合った部分にあたり、埋土の分別が困難であったこ

とによる。

9-1-13　掘立柱建物 13

　掘立柱建物 13は、調査時は桁行 5間×梁行 3間の

建物として認識しているが、この場合、屋内棟持柱が

建物内中央部に 4本立つこと、棟持柱が桁行側柱に

梁行で整列すること、桁行中央部の柱間寸法が他と著

しく異なること等、建物として成立し難い要素が多く

なる。本例は桁行 3間×梁行 2間の建物 2棟の東西

並置として捉える方が合理的であるので、掘立柱建物

13の西半部を 13A、東半部を 13B として以下に記述

する。

　なお、掘立柱建物 13A 及び 13B は、1.5 ～ 1.7m

離れている。

掘立柱建物 13A

　長軸を南北方向に採る桁行 3間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 6.37m×梁行 4.60m、柱間寸法

は桁間 1.83 ～ 2.36 ｍ、梁間 2.08 ～ 2.41mである。

　柱穴は直径 43～ 56cmの円形を呈し、遺構確認面
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図 275　掘立柱建物実測図 (9,10)
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図 276　掘立柱建物実測図 (11,12)
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図 277　掘立柱建物実測図 (13)

からの深さは 32～ 59cmであった。北壁及び西壁の

柱穴列は、底面標高を概ね揃えている。

掘立柱建物 13B

　長軸を南北方向に採る桁行 3間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 6.35m×梁行 4.37m、柱間寸法

は桁間 1.70 ～ 2.37 ｍ、梁間 1.90 ～ 2.37mである。

　柱穴は直径 35～ 54cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは28～65cmであった。北壁の柱穴列は、

底面標高を概ね揃えている。

9-1-14　掘立柱建物 14

　長軸を東西方向に採る桁行 5間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 8.15m×梁行 5.01m、柱間寸法

は桁間 1.44 ～ 1.94 ｍ、梁間 2.19 ～ 2.62mである。

　柱穴は直径 43～ 53cmの円形を呈し、遺構確認面
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図 278　掘立柱建物実測図 (14,15)

からの深さは 17～ 58cmである。柱痕跡が計 7柱穴

で確認された。いずれも丸柱であり、その太さは直径

18～ 20cmである。

9-1-15　掘立柱建物 15

　長軸を東西方向に採る桁行 3間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 5.36m×梁行 3.66m、柱間寸法

は桁間 1.63 ～ 1.94 ｍ、梁間 1.75 ～ 1.91mである。

　柱穴は直径 40～ 58cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは 18～ 44cmであった。北壁、東壁及び

南壁の柱穴列は、底面標高を概ね揃えている。

9-1-16　掘立柱建物 16

　長軸を東西方向に採る桁行 3間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 6.13m×梁行 4.07m、柱間寸法

は桁間 1.90 ～ 2.16 ｍ、梁間 1.97 ～ 2.10mである。
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図 279　掘立柱建物実測図 (16,17)

　柱穴は直径 35～ 47cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは30～47cmであった。各壁の柱穴列は、

底面標高を概ね揃えている。

9-1-17　掘立柱建物 17

　長軸を東西方向に採る桁行 3間×梁行 2間の掘立

柱建物である。桁行 5.47m×梁行 3.79m、柱間寸法

は桁間 1.80 ～ 1.86 ｍ、梁間 1.81 ～ 1.98mである。

　柱穴は直径 35～ 52cmの円形を呈し、遺構確認面

からの深さは33～60cmであった。東壁の柱穴列は、

底面標高を概ね揃えている。
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9-2　古代の遺構配置

　今次調査で確認した掘立柱建物は、以下のとおりで

あった。

　　桁行　梁行　数

　　2間× 2間 2棟

　　3間× 2間 6棟

　　3間× 3間 1棟（妻庇付）

　　4間× 3間 1棟

　　5間× 2間 7棟（側庇付 1、屋内棟持柱 1）

　　5間× 3間 1棟（二面庇付）

　また、確認した柵列は 3条であった。

　18 棟の掘立柱建物と 3 条の柵列の配置は、実に

特徴的である。SA1 の軸線と SA3 の軸線とに挟まれ

た地帯には、15/18 棟（83％）が位置する。さら

に、SA2 の軸線と SA3 の軸線とに挟まれた地帯には、

11/18 棟（61％）が位置する。このことから、SA2

の軸線と SA3 の軸線とに挟まれた地帯を、当該期遺

構群における主軸帯と位置づけることができる。

　同時に、最大の規模かつ唯一の二面庇付建物である

掘立柱建物、妻庇付掘立柱建物及び屋内棟持柱付掘立

柱建物は掘立柱建物建立区域の最も南の区域に凝集し

ている。また、当該区域は東西側面を SA2 及び SA3

の柵列並びに古墳墳丘によって、南側面を崖地により

区画されていると考えることが可能である。つまり、

自然地形及び柵列により画され、かつ先の主軸体の一

端に該当する区域に特徴的な掘立柱建物が凝集してい

るのである。このことから、当該区域をこの掘立柱建

物群における中心区域と位置づけることができよう。

　一方、2間× 2間及び 3間× 2間の掘立柱建物計

8棟は、倉庫群と捉えてよい。これらの掘立柱建物は、

先の中心区域の北端より北側、すなわち、SA1 及び

掘立柱建物 7の両北端を結ぶ東西線以北に分布する。

このことから、当該東西線を当該期遺構群における副

軸線と位置づけ、副軸線の南側に規模の大きい掘立柱

建物群、北側に倉庫群を含む規模の小さな掘立柱建物

群を配置したものと考える。

　以上から、掘立柱建物群を中心とした当該期の遺構

群は、以下のように配置されたと考えることができる。

　遺構群の中心区域は、SA2 及び SA3 の柵列並びに

自然地形により区画され、二面庇付掘立柱建物、妻庇

付掘立柱建物及び屋内棟持柱付掘立柱建物により構成

される。中心区域から SA2 を挟んだ西側には、5間

× 2間の掘立柱建物が SA1 に画された範囲に並列す

る。中心区域を主郭と表現するならば、こちらは副郭

であろう。

　遺構群の副軸線以北には、倉庫群を含む建物群が配

置される。遺構群の主軸帯に重なる部分には 5棟の

倉庫群の他、3棟の 5間× 2間の掘立柱建物が凝集

して配置される。うち掘立柱建物 12は、1棟だけ主

軸を南北に採り、かつ、一面庇を有することから、こ

の地域の主要な建物であると考えてよい。主軸帯から

外れた部分では、建物は散在するのみである。この散

在する各掘立柱建物と凝集する建物群との間には広場

が存在し、倉庫群と連関する作業の場として機能した

ものと考えられる。

9-3　古代の二子塚遺跡の位相

　出土した古代の土器は、8世紀後葉から 9世紀後葉

に属するものが多い。これは、掘立柱建物群が所属す

る時期を示していると考えられる。

　現在、熊本県北部及び上下益城郡一帯では、9世紀

前半までは竪穴住居址が盛行することが判明している

が、二子塚遺跡の今次調査では該期の竪穴住居址は検

出されていない。このことは、他の該期遺跡と比較し

て、二子塚遺跡の大きな特徴である。

図 280　二子塚遺跡の建物配置 ( 古代 )
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　一方、二子塚遺跡の遺構群は、庇付掘立柱建物及び

柵列 3条が存在すること、建物配置にも一定の計画

性が窺えることから、単なる倉庫群ではなく、やや階

層の高い人々の居住域かあるいは官衙建物であったと

いう可能性が考えられる。しかし、広大な調査規模に

比べると、官衙的な遺跡との評価を与えるにはあまり

にも当該時期の遺物が少ない。墨書を底部にもつ黒色

土器が 1点、若干の須恵器、土師器、布目瓦をここ

で報告したが、報告し得なかった小片の遺物を含めた

うえで積極的に評価をしても、他の官衙クラスの遺跡

で検出されるような 帯、石帯、硯等がなく、当該期

の二子塚遺跡の性格を衙の範疇に規定するのは困難で

ある。

　他方、該期の遺構の切合が二面庇付掘立柱建物以外

では確認できないという遺跡の特徴から、遺構群の時

期を該期遺物の最新時期である 9世紀後半に採るこ

とができる。この時期は、文献上に見る最初の肥後国

司である道君首名（717 年没、続日本紀）の味生池

築造記事に始まり、肥後国の大国昇格（785 年）、山

本郡の分立（859 年）と肥後国の国力増進の動きが

顕在化する時期の直後にあたる。同時に、阿蘇郡健磐

竜命神社（823 年）、国造神社（847 年）、阿蘇比咩

神社（853 年）及び玉名郡疋石神神社（840 年）が

官社となり、阿蘇神には二千戸（823 年、二十戸の

誤りか）、三十戸（854 年）の封戸が送られている。

すなわち、肥後国の国力増進は、墾田私有令（743 年）

に代表される大土地私有の流れに合致あるいは先行す

る田地開発を享けたものであったと考えられる。後代

の味木荘に隣接する二子塚遺跡は、大土地私有を目的

とした開墾の拠点であった可能性を十分に考えること

ができる。

　出土遺物の性格から、該期の二子塚遺跡を衙の範疇

に置くのが困難であることは、先述のとおりである。

このことに、出土遺構の性格として該期の遺構が累重

しないこと、及び掘立柱建物跡の柱穴が直径 50cm程

度と貧弱であること、の2点を加える。以上3点から、

二子塚遺跡は、一定の時限に存続し、衙には及ばない

ながらも掘立柱建物や倉庫を備え、後代の荘園に隣接

する立地を採る遺跡であるとの特徴を抽出することが

できる。そしてこれらの特徴から、該期の二子塚遺跡

を、荘園に先駆ける荘とその荘官の拠点である、と解

釈したい。二子塚遺跡の東脇には布田川断層が走行し

ており、弥生時代以後には、この断層帯に沿った往還

を想定できる。このことに加え、阿蘇山地と熊本平野

との接点、九州北半部の南端等といった二子塚遺跡を

取り巻く地勢は辺境の拠点として優れている。恐らく

は、開墾実施者の本拠そのものであり、短期間の営為

の後、他者への寄進、他者による買入等により、この

拠点は他所に移ったものと推測する。二子塚遺跡の遷

移は、肥後国ひいては日本が膨張し拡大するその波濤

の一泡と観ることができよう。
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10　古代の遺物
　古代の遺物は土器及び土製品が出土した。

　土器には須恵器及び土師器が、土製品には瓦及び鞴羽口が含まれる。

10-1　土器

　土器は、須恵器及び土師器が出土し、うち須恵器 5

点、土師器 7点を図示した。

10-1-1　須恵器

　8001 ～ 8005 は、須恵器である。

　8001 は、欠失しているものの擬宝珠つまみを有す

る坏蓋である。SB153 の埋土から出土し、近辺に当

該時期の遺構は存在しない。口径 7.0cm、器高 1.0cm

を測る。口縁端部は肥厚し、下方に折れる。内外面と

もにナデにより成形する。つまみは欠失しているが、

擬宝珠つまみが付されていたと考えられる。

　8002 は、輪形つまみを有する坏蓋である。SB59

の埋土から出土し、SA2 に伴う土器と考えられる。口

径 13.6cm、器高 3.4cmを測る。内面は、ナデを施す。

外面はナデの後、天井部から体部中位までケズリを施

す。口縁端部は丸く収め、0.5cm程下に折る。天井部

にはケズリの後、つまみを付し、接合部にナデを施す。

　8003 は、高台を有する埦である。SB89 の埋土か

ら出土し、10 号掘立柱建物に近接した出土位置をと

る。口径 13.2cm、器高 4.8cm、底径 9.1cm を測る。

内外面ともにナデにより成形し、口縁端部を丸く収

め、底部には高さ 0.8cm の高台を付す。高台の内面

は、接合部に限りナデを施し、他の部分は粗いナデで

ある。高台接合部の外面には一部ナデが届かない部分

があり、高台の成形とともに接合処理が粗い。

　8004 は坏である。SB56 の埋土から出土し、SA2

と SA3 に挟まれた出土位置をとる。口径 11.8cm、器

高 4.0cm、底径 7.2cm を測る。体部は内彎気味に立

ち上がり、口縁端部は丸く収める。内外面ともに丁寧

なナデを施す。底部は回転ヘラ切りの後、未調整のま

まである。

　8005 は底面に墨書を有する坏である。SB36 の埋

土から出土し、SA1 の西、谷部の斜面上端に出土位置

をとる。口径 12.0cm、器高 4.1cm、底径 6.3cmを測

る。底部から体部中位にかけて内彎し、後、口縁部ま

で外傾しつつ直線的に立ち上がり、口縁端部を丸く収

める。内外面ともにナデを施し、底部は回転ヘラ切り

図 281　古代土器実測図 ( 須恵器 , 土師器 )
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図 282　古代土製品実測図 ( 瓦 )

の後、未調整のままである。なお、底面には「吉」の

字が墨書されている。

10-1-2　土師器

　8006 ～ 8012 は、土師器である。

　8006 は、擬宝珠つまみを有する坏蓋である。SB63

の埋土から出土し、6号掘立柱建物に伴う土器と考え

られる。口径 17.7cm、器高 3.3cmを測る。かえりは

消失し、口縁端部を丸く収め、内外面ともにナデによ

り成形する。後、外面は天井部から体部中位にかけて

ケズリを施し、さらに体部中位にナデを加える。なお、

擬宝珠つまみは紐造である。また、須恵器の坏蓋を模

倣したものと考えられる。

　8007 ～ 8011 は坏である。

　8007 は SB61 の埋土から出土し、SA2 または 6号

掘立柱建物に伴う土器と考えられる。口径 17.5cm、

器高 3.7cm、底径 6.6cm を測る。内外面ともにナデ

により成形し、口縁端部を丸く収め、底部はヘラ切り

の後、不定方向にナデる。

　8008 は SB6 の埋土から出土し、SA2 と SA3 に挟

まれた出土位置をとる。口径 13.4cm、器高 4.1cm、

底径 8.9cm を測る。体部は直線的に外傾しつつ立ち

上がり、口縁端部は丸く収める。内外面ともにナデ、

底部には回転ヘラ切りを施す。ヘラ切り後の処理は磨

耗のため不明である。

　8009 は SB6 の埋土から出土し、SA2 と SA3 に挟

まれた出土位置をとる。口径 13.4cm、器高 4.1cm、

底径 8.2cm を測る。内外面ともにナデ調整を施し、

口縁端部は丸く収める。底部は回転ヘラ切り後、調整

を施していない。

　8010 は、高台を有する埦である。SB63 の埋土か

ら出土し、6号掘立柱建物に伴う土器と考えられる。

口径 14.2cm、器高 6.2cm、底径 7.6cmを測る。内外

面ともナデを施し、口縁端部は丸く収め、底部端部に

高台を付す。高台は欠損しており、その高さ等は不明

である。内面には黒色処理が施された部分が認められ

る。

　8011 は SB54 の埋土から出土し、SA2 と SA3 に挟

まれた出土位置をとる。口径 11.9cm、器高 5.8cm、

底径 6.5cm を測る。内外面ともにナデにより成形し、

底部は回転ヘラ切りの後、ケズリ調整を加える。口縁

端部は丸く収める。

　8012 は、浅鉢である。SB61 の埋土から出土し、

SA2 または 6号掘立柱建物に伴う土器と考えられる。

口径 20.3cm、器高 3.7cm、底径 8.3cmを測る。体部

外面はケズリ、底部は回転ヘラ切りの後、ナデ処理を

施す。内面には横位にミガキ、後、黒色処理を施す。
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図 283　古代土製品実測図 ( 鞴羽口 )

10-2　土製品

10-2-1　瓦

　瓦は、小破片 1点が出土している。

　8013 は、小口面を含む小片である。SB40 の埋土

から出土し、1号掘立柱建物から約 20m、12 号掘立

柱建物及び 16 号掘立柱建物から約 30m離れた出土

位置をとる。厚さ 1.7cm を測り、表面は台に被せた

布痕が、裏面には縄せき紋のタタキ痕が残り、小口は

刀子で切り揃えられている。

10-2-2　鞴羽口

　8014 及び 8015 は鞴の羽口である。いずれも破片

である。8014 は SB193、8015 は SB225 の埋土よ

り出土しているが、古代に属するものとして取り扱う。

　両者は共に厚みが 3㎝を超える大型の羽口であり、

孔の直径は 5㎝程度に復元される。孔の表面は小さい

砂粒の移動や擦痕が認められるため、孔の成形には芯

棒が用いられたと判断される。いずれも二次的な火を

受けていない部分は黄褐色を呈し、やや砂質の胎土で

作られており、その表面は平滑にととのえられている。

羽口の先端部分は著しく焼け損じて、旧状を全くとど

めていない。8014 は胎土中の珪酸分が熔出し、鉛直

方向に垂れている。この羽口は炉内に約 35度のやや

急な角度で挿入されていたことがわかる。
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11-1　二子塚遺跡出土弥生土器の分類と編年
　二子塚遺跡の 267 軒の竪穴住居址、1条の条溝等から出土した弥生時代後期の土器の

うち、復元可能な資料を含め、全形をうかがうことができる資料は約 1,300 点あり、破

片の量はコンテナ数にして 250 箱を超える。

　二子塚遺跡の生成と消滅を把握するためには、時間軸の把握が不可欠である。ここでは

土器の検討を通じて編年を試み、時間軸を設定することとしたい。

　なお、竪穴住居址では、当時の遺棄の状況や廃屋儀礼を反映したと推定される多器種か

つ多数の完形品を出土する遺構も数件検出された。しかし、圧倒的に多いのは、細片の状

態で土器を出土する住居址である。しかも、出土した土器片が小片であるために、時期

判定ができない住居址が多い。土器から時期の認定が可能であった住居址は 159/267 軒

（60%）であった。

　また、中九州地域の弥生時代後期に特徴的な器種である免田式土器とジョッキ形土器に

ついては、別に節を設けて記述する。

1　土器の分類

　土器の分類は、まず、壺、甕、鉢、高坏、その他に

分類した。これは器種に基づいた分類であり、各器

種は器高、部位の形状等、器種に応じた基準で A、B、

C のようにアルファベットの大文字を付して大分類

し、さらにそれぞれ下位の特徴に応じて算用数字を付

して A1、B2のように細分した。個体数が多く、多様

性に富む器種に関してはアルファベットの小文字を付

して B1a、B2b のように小分類を試みた。

1-1　壺

　壺は、概ね球形の胴部に素口縁又は複合口縁の口縁

部が付された貯蔵用の土器である。胴部は長胴形を呈

するものが多く、算盤形、偏球形の例もある。器高に

より A～ Cに分類した。

1-1-1　壺 A

　壺 Aは、器高 40㎝程度の大型壺である。A1～ A5

に細分した。

壺 A1�　単純口縁をもち、口縁部が外反するもの。底

部の遺存例が少なく、完全な形をとどめる資料

が少ない。A1a ～ A1g に小分類した。

　A1a：�胴部径に対して口径が大きいもの（1184、

899）

　A1b：�口縁が短く、直立気味に立ち上がるもの

（1387、1309）

　A1c：�口縁部から緩やかに肩部にいたり、その境に

稜線をもたないもの（284、2101）

　A1d：�胴部に対して口径が小さく、口縁が立ち上が

りながら外反するもの（651、6）

　A1e：�口縁部が頸部から直線的に短く開くもの

（1011、1116）

　A1f：�口縁部が朝顔状に開き、やや肩部が張るもの

（1367、383、1456）

　A1g：�口縁部が短く外反し、胴部がやや張るもの

（664、343）

壺 A2�　複合口縁をもつもの。壺 A1 と同様、底部の

遺存例が少なく、完全な形をとどめる資料が少

ない。A2a ～ A2c に小分類した。

　A2a：�二次口縁がやや内傾気味に立ち上がり、肩

の張りが小さいもの（201、1517）。最大径

を胴部中位にもつもの（622）が多いが、中

位よりやや下方に最大径をもつもの（1209）

もある。また、頸部に三角形凸帯（1209、

401）や刻目凸帯（1077、589）を有する例

もある。二次口縁が強く屈曲するもの（1436）

も極少量ながら存在する。

　A2b：�二次口縁がやや内傾気味に立ち上がり、肩部

が強く張るもの（1228）

　A2c：�一次口縁が短く、最大径が胴部の中位以下に

あるもの（1217、1507）

壺 A3�　口縁部が強く外反し、その端部に刻目を有す

るもの（1196、1386）

壺 A4�　外反する口縁端部が肥厚して三角形状をなし、

胴部が長胴を呈するもの（1212、598、708）。

頸部から肩部にかけて紋様を有するもの（325、

885、995）、口縁端部に刻目を有するもの

（1050、995、843）もある。
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壺 A5�　口縁端部が肥厚して三角形状をなし、頸部下

端に刻目凸帯を有するもの（948、997）

1-1-2　壺 B

　壺 Bは、器高 30㎝前後の中型壺である。B1 ～ B2

に細分した。

壺 B1�　長く外反した口縁を有し、やや長胴で丸底の

もの（1353）。肩部に紋様帯を有する。

壺 B2�　短く外反する口縁を有するもの（1208、

1352、1163）。無紋の長胴壺である。

1-1-3　壺 C

　壺 Cは、器高 25㎝前後の小型壺である。C1 ～ C3

に細分した。

壺 C1�　長頸壺で、頸部が直立するもの（202、

365）。胴部上半に波状紋等の装飾をもつ精製壺

である。肩部の沈線に接して豆粒状の浮紋をも

つもの（1032）もみられる。

壺 C2�　長頸壺で、頸の付け根から口縁にかけて直線

的に広がるもの（923、393）。胴部上半に様々

な装飾、塗彩が施されたもの（1520）、突帯を

有するもの（393）がある。

壺 C3

　長胴壺で、短く外反する口縁を有するもの（1037、

1454）

1-2　甕

　甕は、概ね球形の胴部に素口縁の口縁部が付された

煮沸用の土器である。円筒形の脚台部を有する台付甕

が多い。甕の主要な機能を担う部分である容器部分、

すなわち胴部の高さにより A～ Cに分類した。これ

は脚台部の高さによりバイアスがかかることを回避す

るための措置である。

1-2-1　甕 A

　甕 Aは、胴部高 50㎝を超える大型甕である。A1

～ A2に細分した。

甕 A1�　脚台を有するもの。中型甕の主流である台付

甕をそのまま大きくしたものであるが、脚台の

形状、大きさは多様である。また、口唇部に刻目、

頸部に突帯をもつ場合がある。

甕 A2�　脚台のないものを総称する。資料数は少ない。

さらに、底部付近の破片のみで、その全形が判

明する資料は極少量である。

1-2-2　甕 B

　甕 Bは、胴部高 25～ 40㎝の中型甕である。B1～

B2に細分した。

甕 B1�　脚台を有するもの。甕 B1 は、本遺跡で最も

個体数が多く、形態の変化に富む土器である。

そこで、甕 B1 を胴部形態及び口縁部形態によ

り B1a ～ B1d に小分類し、脚台部形態という観

点を加えて記述した。なお、甕 B1 の分類の詳

細については後述する。

　B1a：�胴部は中位よりやや上方に最大径をもち、口

縁部は頸部からややまっすぐに立ち上がった

後、強く外反するもの（214）。脚台部は裾

部径の半分以下の高さで低く、ラッパ状に開

く。脚台部が厚く、かつ低いため安定感があ

る。

　B1b：�胴部は中位よりやや上方に最大径をもち、口

縁部は頸部よりわずかに外反しながら開くも

の（330、159、359）。脚台部の高さは、裾

図 284　土器分類図 ( 壺 )
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部径の半分以下の低いものから半分以上の高

いものまで存在するが、裾部径を超えること

はない。脚台部の形態は、ラッパ状に開くも

の（330、159、332）、裾部付近でやや屈曲

気味に広がるもの（1553）、裾部にかけて直

線的に広がるもの（359）がある。

　B1c：�胴部はほぼ中位に最大径をもち、口縁部は

頸部よりわずかに外反しながら開くもの

（1218、1258）。脚台部形態は、裾部付近で

やや屈曲気味に広がるもの（1218）、裾部に

かけて直線的に広がるもの（1258）がある。

　B1d：�胴部の中位に最大径をもち、かつ胴部の底径

が小さいため、極端に胴部が張ってみえるも

の（1158、1007、347）。口縁部は、頸部よ

りまっすぐに開き、内面、端部ともに平坦に

仕上げられているもの（1158、5）、口縁が

わずかに内湾し、端部が丁寧に面取りされた

もの（1007）、口縁が直線的に長く伸び、端

部が丁寧に面取りされたもの（875）、口縁

部が長く伸び、端部が高く立ち上がり、鉛直

方向の平坦面をもつもの（347）と、多様性

に富む。脚台部は、完形品が少ないため、全

容を明示できない。しかし、住居址における

破片の共伴状況からみると、概ね甕底部から

裾部にかけて直線的に広がり、脚台高は裾部

径の半分以上のものである。なお、口縁端部

が高く立ち上がり、鉛直方向の平坦面をもつ

ものには、裾部にかけてやや外湾気味に広が

り、高さが裾部径より大きい脚台部が付され

ている。

甕 B2�　脚台のないものを総称する

1-2-3　甕 C

　甕 C は、器高 15 ～ 25㎝の小型甕である。C1 ～

C4に細分した。

甕 C1�　器高と口径が胴部径より大きいもの（1365、

1396）

甕 C2�　器高より胴部径が大きいもの（165、47）

甕 C3�　器高が胴部径より大きく、頸部がすぼまり、

胴部が張るもの（1220、313）

甕 C4�　胴部が球形で丸底のもの（1069、308）。

1-3　鉢

　鉢は、球形又は半球形の胴部と、無頚又は素口縁の

口縁部を有する供献又は貯蔵用の土器である。器高に

より A～ Cに分類した。

1-3-1　鉢 A

　鉢 Aは、器高 25 ～ 30㎝の大型鉢である。頸部屈

曲部に刻目凸帯を有するものもある。A1 ～ A3 に細

分した。

鉢 A1�　胴部から口縁部にかけて大きく広がり、尖底

のもの（1012、993）

鉢 A2�　鉢A1に比べて、口縁が広がらないもの（1340、

889）

鉢 A3�　頸部が強くすぼまり、胴部が強く張るもの

（999）

1-3-2　鉢 B

　鉢 Bは、器高 15㎝程度の中型鉢である。脚台をも

たないもの（B1 ～ B4）と有するもの（B5）とに大

別できるが、B1～ B5に細分した。

鉢 B1�　口径が胴部径より小さいもの（1400、877）

図 285　土器分類図 ( 甕 )
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鉢 B2�　口径と胴部径がほぼ同じもの（892、1117）

鉢 B3�　口径が胴部径より大きいもの（1219、306）

鉢 B4�　鉄鉢状のもの（694、1076）

鉢 B5�　脚台を有するもの（1402、949）

1-3-3　鉢 C

　鉢 Cは、器高 10㎝前後の小型鉢である。脚台をも

たないもの（C1～ C4）と有するもの（C5～ C7）と

に大別できるが、C1～ C7に細分した。

鉢 C1�　胴部が扁球状をなし、細頸をもち、口縁が外

反するもの（1364、628）

鉢 C2�　胴部から口縁にかけて広がる鉄鉢状のもの

（200、941）

鉢 C3�　胴部から口縁にかけてややすぼまる鉄鉢状の

もの（1397、937）

鉢 C4�　器高が低く、口縁部がやや外反するもの（590）

鉢 C5�　脚台を有し、口径より胴部高が大きいもの

（1020、1064）

鉢 C6�　鉢 C5 のうち、胴部と脚台との境に突帯を有

するもの（1018、1042）。赤彩が施されたもの

（1018、1042）もある。

鉢 C7�　脚台を有し、胴部高より口径が大きいもの

（215、314）

1-4　高坏

　高坏は、坏部と脚部からなる供献用の土器である。

その形態は多様であるが、完形品に乏しく、脚部が復

元できない資料が多いため、坏部を中心に分類せざ

るをえない状況である。ここでは坏部の形態により A

～ Hに分類した。

高坏 A�　口縁の長さに比して深い坏部を有するもの

（1398、1437）。坏部は丸みを帯びる。

高坏 B�　長い口縁が強く屈曲して広がるもの（158、

890）。高坏 Aに比較して、調整が丁寧で、精

製度が高い。

高坏 C�　胴部から緩やかに口縁部に移行し、朝顔状に

広がるもの（630、356）。高坏 B と同様に精

製度が高い。

高坏D�　浅い胴部に強く屈曲し、ほぼ水平の口縁を有

するもの（950、50）。坏部内面及び口縁部内

面には丁寧に磨きが施され、放射状の暗文と

なっている。

高坏 E�　坏部の上半で屈曲し、坏部の浅いもの（1392、

55）

高坏 F�　皿状の坏部から口縁がほぼ垂直に立ち上が

り、口唇部がさらに外側に折れ曲がるもの

（1355、936）

高坏 G�　坏部が強く内側へ屈曲し、口唇部が肥厚する

もの（1331）

図 286　土器分類図 ( 鉢 )
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高坏H�　坏部が浅い埦状を呈するもの（1165、395）

1-5　その他の土器

　その他の土器には、コップ形土器、器台がある。

　なお、手捏ね土器、ミニチュア土器等については、

日常の土器組成からは除外されると考えるため「6-1-3

特殊土器」に記述したので、そちらを参照されたい。

コップ形土器�　器高 10 ～ 20㎝で、棗の形を呈する

（620、761）。

器台�　口縁、底部ともにラッパ状に広がる器台で、底

部径が口径よりも広い。

2　中型台付甕の型式と変遷

　先述の土器分類において、胴部高 25 ～ 40㎝の中

型甕で脚台を有するものを甕 B1とした。

　この甕 B1は、本遺跡で最も個体数が多く、形態の

変化に富む土器であり、遺跡の相対編年を考える際に

重要な指標を与える。このことは、熊本県域における

弥生後期土器の編年に関する研究史が、台付甕の形式

学的変遷を中心として展開してきたことからも、明ら

かである。

　ここでは甕 B1の胴部、口縁部、脚台部の形態変異

を捉え、型式組列を編み、甕 B1 の型式を設定する。

然る後に住居址を単位とした出土状況を検討し、甕

B1 の型式組列とその変遷をもって、二子塚遺跡にお

ける弥生時代後期の編年指標の設定を行う。

2-1　形態の変異

　以下では、甕 B1を胴部形態、口縁部形態及び脚台

部形態という三つの観点から係る変異を抽出する。な

お、変異の序列は、既知の台付甕の形式学的変遷観に

基づいた。

2-1-1　胴部形態

　胴部の形態は、「胴部の張り具合」に最もその特徴

が現れており、把握が容易である。このため、胴部の

最大径の位置、及び胴部の底部径をもって、胴部形態

の変異を捉える。

　　ア：胴部中位より上方に最大径をもつもの

　　イ：�胴部中位に最大径をもち、底部径はアと変わ

らないもの

　　ウ：�胴部中位に最大径をもち、底部径が小さいも

の

　アからイにおいて胴部最大径が肩部付近から胴部中

位に下降し、また、イからウにおいて最大径に対する

底径の割合が減ずる。アからウまで通覧すると、胴の

張りが強調される傾向が段階的に強まり、ウでは胴部

が極端に張ったものとなる。

2-1-2 口縁部形態

　口縁部の形態は、その「断面形態」に最もその特徴

が現れており、把握が容易である。このため、頸部か

図 287　土器分類図 ( 高坏 )
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345



らの立ち上がり、口縁部の厚みの均質度、口縁部の形

状をもって、口縁部形態の変異を捉える。

　　ア：�頸部からまっすぐに立ち上がった後、、強く

外反するもの

　　イ：�頸部からまっすぐ又はわずかに外反しながら

開くもの。口縁部の厚みは、均等ではない。

　　ウ：�頸部からまっすぐ又はわずかに外反しながら

開き、口縁部内面、口縁端部ともに平坦に仕

上げられたもの。口縁の厚みは、均等である。

　　エ：�頸部からわずかに内湾しつつ立ち上がり、口

縁端部は丁寧に面取りされたもの。頸部内面

に強い稜が形成される。この稜が、わずかに

突起状を呈するものもある。

　　オ：�頸部から直線的に長く伸び、口縁端部は丁寧

に面取りされたもの

　　カ：�頸部から長く伸び、口縁端部は高く立ち上が

り鉛直方向の平坦面をもつもの

　アからイにおいて口縁部の外反の度合いが弱くな

り、イからウにおいて口縁部の厚みが均一化する。ウ

からオにおいて、口縁部内外面の平坦化、口縁端部の

平坦面の形成等、口縁部の板造り的要素が強まると共

に、口縁部が長く伸びる。カでは口縁端部の平坦面は

鉛直となる。なお、口縁部は長く伸びる過程で内湾す

る口縁も現れる。

2-1-3　脚台部形態

　脚台部の形態は、その「断面形態」に最も特徴が現

れており、把握が容易である。このため、脚台部の高

さ、裾部の開き、器壁の厚みをもって、脚台部形態の

変異を捉える。

　　ア：�高さは裾部径の半分以下で、裾部は短くラッ

パ状に開くもの。器壁の厚みは底部付近で厚

く、そのまま厚みを減ずることなく又は漸移

的に薄くなって裾部に至る。

　　イ：�高さは裾部径の半分以下で、ラッパ状に開く

もの。アよりはやや高くなる。器壁の厚みは

底部付近で厚く、裾部に向けて漸移的に薄く

なる。

　　ウ：�高さは裾部径の半分以下で、裾部付近でやや

屈曲気味に広がるもの。イと同程度の高さで

ある。器壁の厚みは、底部付近では厚いが、

裾部にかけては均一化する。

　　エ：�高さは裾部径の半分程度で、底部から裾部に

かけて直線的に広がるもの。ウよりは高さを

増す。器壁の厚みは、ほぼ均一である。

　　オ：�高さは裾部径の半分以上で、裾部にかけて直

線的に広がるもの。器壁の厚みは、わずかな

差異を生じるが、ほぼ均一である。

　　カ：�高さは裾部径の半分以上で、裾部にかけてや

図 289　甕 B1 形式細分類図 ( 口縁部 )

図 290　甕 B1 形式細分類図 ( 脚台部 )
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や湾曲しながら広がるもの。器壁の厚みは、

両端部で若干厚いものの、ほぼ均一である。

　アからカにおいて脚台部の高さは増加する。なかで

もウからオにおいて著しい伸びを示す。器壁の厚みは

アからウにおいて減少する。底部付近と裾部との厚み

の差はアからウにおいて較差が減少し、エからカにお

いて均一化する。

　通観すれば、低くラッパ状に開くものから高く直線

的に広がるものまでの変異が存在する。

2-2　甕 B1 の型式と組成

　前項では、胴部形態、口縁部形態、脚台部形態の三

観点から、それぞれ 3分類、6分類、6分類の変異を

抽出した。

　以下では、各形態における変異が如何様に組成し甕

B1 に具現しているのか、また住居址を単位とした出

土状況に表出しているのかを検討する。

2-2-1　型式の設定

　胴部形態、口縁部形態、脚台部形態から抽出した

15の変異は、甕 B1においては次表のとおり 12例の

具体的な組成を示す。

　なお、次表においては、変異数が最小の胴部形態を

最左翼に配置し、胴部形態との連動性が高い口縁部形

態を中央に、連動性が低い脚台部形態を最右翼に配置

した。これは、以後の型式設定を必要最小限に留める

ための措置である。

　表からは、以下の特徴が看取される。

　組合せ 108 通りのうち実例 12例（11％）であり、

変異組成は有意と認めることができる。また、胴部形

態と口縁部形態は、ほぼ対応関係にある。なお、脚台

部形態は最も変移性が高い。このことは、脚台部形態

が組列変化を最も細かく表していることを示唆してい

る。

　したがって、胴部形態と口縁部形態の組合せをもっ

て実例 12例を 1、2～ 3、4～ 8、9～ 12に 4区分し、

属性表左端見出しのとおり a群から d群に小分類し

た。なお、8が特例となるが、c群から d群に至る漸

移的様相を示しているものとして理解し、型式設定を

必要最小限に留めるために c群に組み込んでいる。

　以上をもって甕 B1の細分類とし、a群を甕 B1a、b

群を甕 B1b、c 群を甕 B1c、d群を甕 B1d 型式とした。

なお、各型式の詳細は、「1-2 甕」に記述したとおり

である。また、変異の序列は、既知の台付甕の形式学

的変遷観に基づいているので、甕 B1に係る型式組列

はa→b→c→dである。この型式組列の変遷に伴い、

脚台部、次いで口縁部が多様化する傾向となる。

2-2-2　甕 B1 各型式の共伴関係

　甕 B1 は、上記のような型式変遷をみせるものの、

特に型式組列の前半において土器の個体差が大きく、

また、複数の型式が共伴する出土状況が存在する。こ

のことが、土器製作の規範、集落を構成する集団の動

向等、遺跡動態の抽象的側面を克明に反映しているこ

とは間違いない。ただ、ここでは個体差の峻別を必要

最小限に止め、各型式の共伴関係とその変遷を追うこ

ととしたい。

　なお、共伴関係の検索にあたっては、遺構、すなわ

ち住居址を単位とした。住居址出土遺物の一括性、並

びに住居址と出土遺物との同時性については議論のあ

群 例 胴部形態 口縁部形態 脚台部形態

ア イ ウ ア イ ウ エ オ カ ア イ ウ エ オ カ

a 1 ○ ○ ○

b 2 ○ ○ ○

3 ○ ○ ○

c 4 ○ ○ ○

5 ○ ○ ○

6 ○ ○ ○

7 ○ ○ ○

8 ○ ○ ( ○ )

d 9 ○ ○ ( ○ )

10 ○ ○ ( ○ ) ( ○ )

11 ○ ○ ( ○ ) ( ○ )

12 ○ ○ ○

表 1　甕 B1 の型式
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るところである。住居址内での遺物出土状況は、当時

の遺棄の状況や廃屋儀礼を反映したと推定される例、

細片の状態で土器を出土する例等、様々であり、住居

址埋土の上層部分に遺物が包含され遺構の廃絶時期と

遺物の包含時期とが必ずしも一致しているわけではな

い例も複数存在する。すなわち、住居址の廃絶から埋

没に至る期間等が存在し、出土遺物の同時性が担保さ

れているわけではない。しかし、ここでは各型式の共

伴関係とその変遷を追うことを第一義とし、かつ、出

土遺物の多寡による較差を抑制するためにも、住居址

を単位とした分析方法を採ることとした。

　以下に甕 B1の各型式の共伴関係について住居址を

単位として示し、その変遷を箇条書にて記述する。

様相 1

　甕 B1a（214）と甕 B1b（330）が共伴する例が、

SB83、192 で認められる。この組合せが形式学的に

最も古い様相を示しているものと考える。

様相 2

　甕 B1a と甕 B1b の組合せは基本的に維持される。

しかし、甕 B1a の占める割合は低くなり、甕 B1b が

やや高脚化（159）する。SB75、211 が該当しよう。�

様相 3

　甕 B1a が欠け、新たに甕 B1c（1218）が加わる。

胴部最大径の位置の下降、脚台の高脚化が明瞭になる。

また、脚台部が多様な形態を採る様相と評価できる。

SB84、193 が該当する。

様相 4

　さらに甕 B1d（1158）が加わる様相である。甕

B1c の脚台部はさらに高さを増し、底部から裾部にか

けて直線的に広がると共に、器壁の厚みがほぼ均一化

する（1258）。SB186、210、216、217 が該当する。

様相 5

　甕 B1b と甕 B1d が伴う点では最終様相である。甕

B1b は最終的な形態（359）となるが、甕 B1c の動

向は不明である。甕 B1d の口縁端部は平坦化し、厚

みも均一化する（5）。SB10、92、256 が該当する。

様相 6

　甕 B1b、甕 B1c（1007）が目立たなくなり、甕

B1dは口縁端部が丁寧に面取りされるようになる。口

縁部の伸長、脚台部の高脚化が進行すると共に、胴

部の張りがさらに強くなり、容量もやや大きくなる

（875）。器壁が薄く、かつ均一化し、土器製作技術の

面でも大きな違いが認められる。SB164、165、215

が該当する。

様相 7

　甕 B1d は、口縁部がさらに伸長し、その端部が高

く立ち上がり鉛直方向の平坦面をもつと共に、脚台部

もさらに高脚化する（347）。甕 B1 が最終的な形態

を迎えた様相であり、SB104 が該当する。

　以上、甕 B1の各型式の共伴関係は 7つの様相に区

分することができ、形式学的には上記 1から 7まで

の変遷を辿るものと考える。

3　土器の編年

　土器の編年にあたっては前節「1-2 中型台付甕の型

式と変遷」の検討結果に基づき、住居址を単位とした

7つの様相を捉え、住居址の切合関係から各段階の前

後関係を検証する。然る後、土器一般についての編年

を試みる。

3-1　標識遺構の提示

　先に、甕 B1の型式組列を基に、住居址を単位とし

た出土状況から 7つの様相に区分し、その変遷を示

した。以下では、甕 B1を指標として各住居址の出土

土器の様相を検討する。

　甕 B1 における 7つの様相それぞれの典型となる

住居址は、様相 1 は SB192、様相 2 は SB211、様

相 3 は SB84、様相 4 は SB210、216、217、様相 5

は SB256、様相 6 は SB164、165、215、様相 7 は

SB104 である。以上の住居址の出土土器を標識とし、

甕 B1を指標として各住居址の土器の様相を示す住居

址を列挙すると、以下のとおり 159/267 軒（60%）

である。
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様相 1

　SB192 を 標 識 と す る 9 軒。SB2、13、20、62、

63、83、87、115、192。

様相 2

　SB211 を標識とする 20 軒。SB11、18、19、41、

56、70、75、129、133、155、183、199、201、

211、220、229、235、247、251、264。

様相 3

　SB84 を 標 識 と す る 28 軒。SB5、15、22、25、

29、36、76、84、101、111、121、130、149、

154、159、163、168、176、188、189、191、

193、197、222、233、234、236、254。

様相 4

　SB210、216、217 を標識とする 55 軒。SB1、3、

9、12、16、23、28、30、39、40、46、57、58、

59、65、67、81、88、90、98、106、107、108、

113、123、125、134、139、147、152、153、

156、170、175、177、178、179、180、185、

186、202、204、205、209、210、212、216、

217、219、221、223、224、225、243、246。

様相 5

　SB256 を標識とする 16 軒。SB10、71、77、89、

92、105、158、160、166、173、184、190、

203、242、256、260。

様相 6

　SB164、165、215 を 標 識 と す る 27 軒。SB6、

8、37、38、64、68、97、99、120、122、126、

127、136、138、142、150、161、162、164、

165、200、206、213、214、215、231、232。

様相 7

　SB104 を 標 識 と す る 4 軒。SB14、104、198、

263。

3-2　層位学的検討

　まず、標識となる住居址の切合関係を検討すると、

様相 1の SB192 は様相 3 の SB193 に切られ、様相

4 の SB210 は様相 6 の SB215 に切られ、様相 6 の

SB164 は様相 3 の SB163 を切り、様相 6 の SB215

は様相 4の SB210 を切る（既述）ため、様相 1→ 3

→ 6及び様相 4→ 6という変遷について確認するこ

とができる。

　次に、土器の様相が確認できた住居址相互の切り

あい関係を検討すると、様相 2→ 3→ 4→ 5→ 6と

いう変遷が確認できる。また、様相 2の SB235 が様

相 7の SB267 に切られていることから 2→ 7を確認

することはできる。すなわち、ここでは 1→ 2及び

6→ 7について確認することができないこととなる。

しかし、1及び 7は、既知の編年観から各々最古及び

最新の様相として定義しているので、様相 1→ 2→

3→ 4→ 5→ 6→ 7という変遷が確認できることと

なる。

　二子塚遺跡では住居址の切合関係が 124 例認めら

れる。このうち切合関係にある住居址が、双方共に

土器編年により時期を決定できる例は 54 例である。

さらに、出土土器からみた新旧関係と、切合関係か

らみた新旧関係とが整合する例は 45 例（83％）、矛

盾する例は 9例（17％）であった。ただし、SB99、

SB122、SB154、SB219、SB220 の資料は土器実測

図を図示できない出土状況であり、SB198 と SB199

は各 2個体の図示にとどまっている。すなわち、土

器細片を持って時期判断した住居址例であり、この一

群を除すと、出土土器からみた新旧関係と、切合関係

からみた新旧関係とが矛盾する例は 4例となる。こ

切り合い（SB） 土器編年（様相）
古 新 古 新
99 98 6 4
122 121 6 3
130 129 3 2
153 154 4 3
184 185 5 4
198 199 7 2
203 205 5 4
215 210 6 4
219 220 4 2

表 2　形式と層序の不整合例
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れは、様相 1→ 2→ 3→ 4→ 5→ 6→ 7という変遷

観が住居址の切合関係によって肯定されたことを示し

ている。

　なお、調査現場における切合関係の確認は、主担

者を設置して一貫性を維持するよう努めたが、遺構

プラン等、平面における切合関係の確認にとどま

り、土層等、断面における切合関係の確認とその記

録を成すことができなかった。このため、SB130 と

SB129、SB184 と SB185、SB203 と SB205、SB215

と SB210 の 4 例は、遺構の切合関係又は土器の時期

判断のいずれかを誤っていると結論する。以後の調査

においては斯様な事態の再発を抑止し、調査精度の向

上に精進する所存である。

3-3　編年（案）の提示

　さて、上述の各様相は、住居址を単位としており、

その埋没過程、他遺構との切合形成過程に時期が介在

していることは言うまでもない。したがって、様相 1

～ 7の変遷は時期差による差異が伴っている。

　したがって、様相 1～ 7の変遷をⅠ段階～Ⅶ段階

の変遷と記述し、二子塚遺跡における弥生時代後期の

土器編年（案）として以下のとおり提示する。

　〈二子塚遺跡の土器編年〉

　　Ⅰ段階　SB192 を標識とする

　　Ⅱ段階　SB211 を標識とする

　　Ⅲ段階　SB84 を標識とする

　　Ⅳ段階　SB210、216、217 を標識とする

　　Ⅴ段階　SB256 を標識とする

　　Ⅵ段階　SB164、165、215 を標識とする

　　Ⅶ段階　SB104 を標識とする

3-4　形態、法量、調整の変遷

　さて、編年作業の中心は甕 B1の変異を軸としてい

た。この甕 B1 の形態の変化は「1-2-1 形態の変化」

において既述したが、編年によって時間軸が具わった

ため、胴部、口縁部、脚台部の時系列に従った変遷と

して再記したい。そして、器壁外面の調整の変遷過程

を記述し、土器製作の経年変化を示すこととする。

形態の変遷

　甕 B1の胴部は、胴部最大径が肩部付近から胴部中

位に下降し、最大径に対する底径の割合が減ずる。Ⅲ

段階以降には胴の張りが強調される傾向が段階的に強

まり、Ⅴ段階以降には胴部が極端に張ったものとなる。

　口縁部は、その外反の度合いが弱くなり、厚みが均

一化する。後、口縁部内外面の平坦化、口縁端部の平

坦面の形成等、口縁部の板造り的要素が強まると共に、

口縁部が長く伸びる。Ⅶ段階では口縁端部の平坦面は

鉛直となる。なお、口縁部は長く伸びる過程で内湾す

る口縁も現れる。

　脚台部は、その高さが増加する傾向を示し、Ⅴ段階

以降には著しい伸びを示す。逆に、器壁の厚みは減少

する。底部付近と裾部との厚みの較差も減少し、Ⅴ段

階以降には均一化する。

調整の変遷

　甕 B1の器壁外面調整は、全般ハケメ調整からハケ

メ・ナデ調整の出現、タタキ調整の主体化との変遷を

たどる。

　Ⅰ段階は胴部全体にハケメが施される。胴部と脚台

部にもハケメ調整が一連のものとして施されている。

この傾向はⅡ段階までは確実に継続されている。Ⅲ段

階にはいると、胴部上半にはハケメ、胴部下半にはナ

デが施される。ハケメの多くはナデの後に加えられて

おり、極少数のナデがハケメの上に加わっている。脚

台部にもナデが加わるが、これは脚台部端部へのヨコ

ナデが範囲を拡大することに始まる現象である。Ⅳ段

階以降には、胴部上半にはハケメ、胴部下半にはタタ

キが施される。この現象はⅤ段階以降には一般化し、

ハケメの範囲も頸部から肩部までの狭範囲に収斂して

いく。Ⅶ段階には胴部全体にタタキが施される甕が出

現する。

　調整の変遷は甕 B1c、甕 B1d の出現と概ね一致す

るが、完全な対応関係が存在するわけではない。この

ことは調整が漸移的に変遷していることを示してお

り、新技法の登場等、イノベーション（Innovation）

と呼ばれるような画期的な要因が存在しているわけで

はない。

　ハケメ、ナデ、タタキの各調整は、前代、弥生中期
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にはそのすべてが甕棺製作技法に含まれているよう

に、すでに確立し存在している調整技法である。甕

B1の器壁外面における各調整の切合関係を詳細に観

察すれば、タタキ→ナデ→ハケメの順に調整が加えら

れていることが判明する。つまり、上段の記述は、各

調整のうち最終的に施された調整痕が認識され、記述

されているに過ぎない。精確には、Ⅰ～Ⅱ段階の全体

ハケメ調整はタタキ整形→ナデ調整→ハケメ仕上の結

果であり、Ⅲ段階以降のナデ調整部分はハケメ調整が

及ばなかった部分の出現、Ⅴ段階以降のタタキ調整部

分はハケメ・ナデ調整が施されなかった部分の出現と

表現されるべき現象である。

　したがって、調整の変遷からは、ハケメ調整の部分

的欠落にはじまり、ハケメ・ナデ調整の欠落に及ぶ調

整工程の省略が看取されたこととなる。

付随する現象

　この他、時期変遷に伴ういくつかの変化が存在する。

　第一は法量の変化である。甕 B1の法量は増加する

傾向にある。しかし、特定型式の出現等、画期的な要

因による変化ではなく、甕 B1全体が漸移的にその容

量を増加させる現象である。なお、脚台を有する甕で

ある甕 B1には少数ではあるが小型品が存在する。こ

の小型品の組成も、大型品からの分岐等、画期的な様

相を見出すことは困難である。

　第二は焼成の変化である。甕 B1の焼成は、Ⅲ段階

を境として、焼き締まったものとなる。特にⅤ段階以

降は、土器の破断面のエッジが起つほどよく焼き締ま

り、その変化が明瞭となる。

二子塚遺跡の土器変遷

　二子塚遺跡の弥生土器は、Ⅰ～Ⅶ段階に編年された。

この編年に基づき、甕 B1の形態、法量、調整等の変

化と変遷を検討したが、その結果、土器の変遷は次の

とおりまとめることができよう。

　二子塚遺跡の弥生土器は、編年されたⅠ～Ⅶ段階の

時系列に沿ってその形態、法量、調整を変遷させるが、

その変化は漸移的である。形態は円筒形から倒卵形に

変容し、法量は増加する。調整は省略されるが、これ

は粗略化ではなく、調整工程の合理化である。事実、

土器の形態は安定し、器壁の均一化、法量の増加、焼

成の均一化等、土器製作技術の昂進に伴う現象が複数

認められている。これらの現象を指標としてⅠ～Ⅶ段

階の各段階は、三大別することができる。この場合、

Ⅰ～Ⅱ段階、Ⅲ～Ⅳ段階、Ⅴ～Ⅶ段階にそれぞれまと

めるのがよい。調整工程の合理化、焼成技術の向上が

この大別の指標となる。

　以上は二子塚遺跡で最も個体数が多く、形態の変化

に富んだ甕 B1の変遷であるが、他形式の土器につい

てもこの傾向を当て嵌めることができる。

351



図 291　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 壺 )
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図 292　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 壺 )
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図 293　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 壺 , コップ形土器 )
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図 294　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 甕 )
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図 295　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 甕 , 鉢 )
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図 296　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 鉢 )
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図 297　二子塚遺跡出土弥生土器編年図 ( 高坏 )
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11-2　二子塚遺跡出土土器の時期
　二子塚遺跡出土の弥生時代の土器は、甕棺が中期後葉（～後期初頭）に属する以外は、

ほぼ後期の範疇に収まるものである。その変遷については前節「11-1 二子塚遺跡出土弥

生土器の分類と編年」で示した。

　以下では、その開始と終焉の時期を詳細に検討し、二子塚遺跡における集落が営まれた

時期を示す。

1　開始の時期

　二子塚遺跡の弥生集落は、日用土器が示す時期を

もって成立すると考える。日用土器には甕棺と併行す

る可能性のある土器は存在せず、弥生後期土器が主体

である。

　熊本県域における弥生時代後期土器の変遷に関し

て、基本的な視点を示した高木正文氏は、鹿本郡鹿

本町津袋大塚遺跡出土土器をⅠ期、Ⅱ期の前後 2時

期に分けた〔高木 1979〕。弥生時代後期を仮に初頭、

前葉、中葉、後葉、終末（庄内式併行期）の五小期に

分けるとすれば、津袋大塚遺跡出土土器のⅠ期（前半

期：図 298 上段）が前葉、Ⅱ期（後半期：図 298 下

段）が中葉に相当すると考える。因みに、後期初頭に

は、熊本市下南部遺跡第 12号住居址から出土した土

器群が相当する〔大城・廣瀬 1979〕。この土器群は、

鋤先口縁のなごりで内面に強い稜線をもつ口縁を有し

低脚の台付甕、刻目突帯を有する中型、小型の壺等か

ら構成される。

　二子塚遺跡の土器には後期初頭の段階及び津袋Ⅰ期

に相当する段階、すなわち後期前葉の段階はない。こ

のことから、二子塚遺跡の弥生集落は後期中葉に出現

するものと考える。

2　終焉の時期

　それでは、二子塚遺跡の弥生集落の終焉はどのよう

な時期に相当するのであろうか。

　熊本県域において弥生文化の終末期を土器によって

論ずる際には、脚台部が高脚化し、タタキ痕が顕著な

台付甕の有無、無脚の長胴甕の有無、そして複合口縁

壺の変遷〔武末 1982〕等が指標とされてきた。また、

佐藤伸二氏や松本健郎氏による古式土師器の研究も弥

生文化の終焉を古墳時代資料の側から規定しようとす

るものであった〔佐藤 1970、松本 1974〕。検討する

資料数を十分に得たうえで古式土師器を明快に論じた

野田拓治氏は、上益城郡益城町古閑遺跡北地区溝出土

土器を「古閑期（古閑式）」とし、古式土師器の最古

段階に位置付けた（図 298 上段）〔野田 1982〕。この

古閑期の土器群には台付甕はなく、タタキ痕を顕著に

残す長胴甕、球胴甕が特徴的であり、壺には肥後的な

大型複合口縁壺が存在する。注目すべきは、口縁部に

円形浮文をもち、扁球形の胴部に横位の磨きを施した

加飾の複合口縁壺や、口縁が朝顔状に広く開く坏部を

有し暗文状の磨きをもつ高坏が含まれることである。

この 2器種は、古閑期より前の中九州地域には系譜

を追うことができないものであり、外来系土器と評価

されている。

　石橋新次氏は野田氏の検討を一歩進め、古式土師

器の細分と広域編年との対比を試みた〔石橋 1983〕。

石橋氏は、菊池郡大津町西弥護免遺跡第 14号住居址

や阿蘇郡阿蘇町陣内遺跡の出土土器に基づいて、古閑

期の前に一段階を設定した。この段階の甕は高脚化し

た台付甕と脚台をもたない長胴甕から成り、壺は口縁

が細く伸びるか、あるいは内弯気味に収まる最終段階

の肥後型複合口縁壺である〔武末 1982〕。石橋氏は

これらの土器から成る段階を古式土師器Ⅰ a期、古閑

式をⅠ b期として庄内式併行期と捉え、玉名郡岱明

町山下遺跡（Ⅱ a期）や熊本市上ノ門遺跡（Ⅱ b期：

図 298 下段）からの出土土器群に代表される布留式

古段階に先行する土器群として位置付けた。

　熊本県域と同じく有明海に面する佐賀平野でも詳細

な土器研究が行われている。蒲原宏行氏は佐賀平野の

弥生土器と古式土師器の編年を試み、福岡県域の土器

編年と対比し、全国的な編年網に位置付けた〔蒲原

1991〕。その中では古閑期の加飾壺や暗文高坏と類似

する土器群から成る段階が夕ヶ里期として設定され、

庄内式併行期と捉えられている。このような観点から

も古閑期を庄内式併行期とみなすことに異論はない。

　二子塚遺跡の土器には、脚台のない長胴甕の段階や

古閑期の段階に属する土器群はない。すなわち、二子

塚遺跡の土器は、庄内式併行期より前代に属する土器

群であり、高脚化した台付甕は庄内式併行期の直前段

階を示している。

　なお、高脚化した台付甕を残しつつ脚台のない長胴

甕が出現する段階（石橋氏Ⅰ a期）も、資料の増加と

詳細な検討を深める機会を待ちたいが、現状では肯定

しておきたい。ただし、石橋氏が提起したⅠ a期が白
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図 298　熊本地域の後期弥生土器 ( 高木 1979)
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図 299　熊本地域の古式土師器 ( 野田 1982, 石橋 1983)
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川流域の資料で設定してあるため、高脚化した台付甕

と脚台のない長胴甕から成る段階が白川流域以外の地

域でも認められるか否かは問題点として残る。つまり、

高脚化した最終段階の台付甕のみでⅠ a期が設定でき

る地域もあり得るのである。この点についての詳論は

今後の課題としておきたい。

3　二子塚遺跡出土土器の時期

　以上のように考えると、二子塚遺跡の弥生後期土器

は後期中葉から後期終末の範囲で捉えられるものであ

り、集落はその間、出現し、展開を経て、終焉を迎え

たのである。
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11-3　免田式土器の分類と構造
　所謂「免田式土器」は、沈直線文（平行区画線）と半截同心円（重弧紋）を附した壺形

土器を指す。その分布範囲は、北は福岡県三雲遺跡、下稗田遺跡から、南は沖縄県具志原

貝塚、宇堅貝塚にまで及んでいる。なお、分布の中心は球磨郡免田町本目遺跡、市房隠遺

跡を中心とした人吉盆地に求められると考えられてきた。また、免田式土器は、人吉盆地

では墓葬出土例が大多数を占めるため、墓葬に伴う土器との認識〔乙益 1986〕が一般的

である。さらに、人吉盆地の免田式土器には、重弧紋の他に鋸歯紋を施す例もあり、下向

重弧紋→上向重弧紋→鋸歯紋と変遷する〔西 1987〕と考えられている。

　その一方、免田式土器の最初の報告例〔小林 1932〕生誕の地である下益城郡城南町の

安幕遺跡、新御堂遺跡を中心とした宮地台地一帯においても出土例が多い。また、二子塚

遺跡の今次調査では、免田式土器が多量、かつ、すべて墓葬以外の遺構から出土している。

同時に、二子塚遺跡の今次調査は、単一集落を構成する多数の遺構から免田式土器が出土

したという点で初例となる。

1　免田式土器の分類

　免田式土器の紋様は、平行区画線、平行区画線上の

短い縦位の刻み、上・下向きの重弧紋又は鋸歯紋、そ

して空間を埋めるクサビ状や爪形状の紋様を組み合わ

せた紋様である。

　最も出土例が多いⅠ a類を例に、各紋様の位置を以

下に述べる。長頸壺の算盤玉形胴部の屈曲部には、平

行区画線を横位に施し、その平行区画線に重ねて短い

縦位又は斜位の刻みを施す。胴部中半から頸部立ち上

がり部までには再び平行区画線が施され、その一部、

平行区画線 3、4条に重ねて縦位の刻みを施す場合が

多い。胴部屈曲部の平行区画線を下部平行区画線、頸

部に接した平行区画線を上部区画線と称する。上部

平行区画線と下部平行区画線との間には、胴部上半の

1/2 ～ 1/3 程度の空間が存在するが、この空間に下

向きの重弧紋が施されている。重弧紋には箆描のもの

と櫛描のものの 2種が存在するが、箆描が多数を占

める。長頸壺の大きさは様々であり、そこに描かれる

重弧紋等の大きさも様々である。

　上記のように、免田式土器は平行区画線に挟まれた

空間に重弧紋を描くことを基調としている。このこと

から、その空間が単一のものをⅠ類、多段のものをⅡ

類、重弧紋に代えて鋸歯紋を用いるものをⅢ類、多段

で内 1段を重弧紋・鋸歯紋以外の紋様で空間を埋め

るものをⅣ類、重弧紋と列点紋等で空間を埋めるもの

をⅤ類として大別した。Ⅰ類～Ⅴ類は、いずれも算盤

玉形の胴部を有する長頸壺であり、胴部上半すなわち

算盤玉形の胴部の屈曲部から頸部立ち上がり部までの

部分に施紋されている。胴部上半以外の位置に施紋し

た例は、算盤玉形の胴部の屈曲部直下に下向きの重弧

紋を施した 2851 の 1例のみである。

　なお、長頸壺以外の土器形式に重弧紋様を施す例も

複数認められるので、口縁部に重弧紋を施すものをⅥ

類、ジョッキ形土器に重弧紋様を施すものをⅦ類とし

て加えた。

　また、Ⅰ類～Ⅲ類については、上記の紋様の組合せ

により、細分している。

1-1　Ⅰ類

　重弧紋が単段のもの

　重弧紋、平行区画線、短い縦方向の刻み等、構成要

素の有無と相関関係から a～ f に細分した。

Ⅰ a類�　最大胴部上面に下部平行区画線と、平行線の

範囲内に短い縦方向の刻みを施し、その上部に

上向きの重弧紋を描き、さらに上部平行区画線

を頸部の立ち上がりまで施し、平行線の一部に

短い縦刻みを施したもの。

Ⅰ b類�　上 ･ 下部の平行区画線上に短い縦刻みが施

されていないもので、区画内に上向きの重弧

紋が施されているもの。

Ⅰ c類�　下部の区画線が無く、最大胴部から上向きの

重弧紋が施され、上部にのみ平行区画線が施さ

れたもの。

Ⅰ d類�　上 ･下部の平行区画線上に短い縦刻みと、区

画内に上部区画線から下向きの重弧紋を施し

たもの。

Ⅰ e類�　上 ･下部の平行区画線上に短い縦刻みと、区

画内に上・下向きの重弧紋を施したもの。

Ⅰ f類�　上･下部の平行区画線上に短い縦刻みを施し、

区画内に重弧紋の紋様がみられないもの。
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1-2　Ⅱ類

　重弧紋が多段のもの。

　重弧紋の方向から a、bに細分した。

Ⅱ a類�　上 ･中 ･下部の平行区画線上に短い縦刻みを

施し、それぞれの区画内に上向きの重弧紋を施

したもの。

Ⅱ b類�　上 ･ 中 ･ 下部の平行区画線上に短い縦刻み

を施し、それぞれの区画に上下向きの重弧紋

を交互に施したもの。

1-3　Ⅲ類

　鋸歯紋を用いるもの。

　重弧紋の有無により a、bに細分した。

Ⅲ a類�　上 ･ 下部の平行区画線上に短い縦刻みを施

し、区画内に上向きの鋸歯紋を施したもの。

Ⅲ b類�　上 ･中 ･下部の平行区画線上に短い縦刻みを

施し、下の区画内には上向きの鋸歯紋を施し、

上区画内には上向きの重弧紋を施したもの。

1-4　Ⅳ類

　Ⅰ a類とほぼ同一紋様構成であるが、上部区画線内

にさらに空間を空け、クサビ状の紋様を数段に配した

もの。

1-5　Ⅴ類

　Ⅰ a類とほぼ同一紋様構成であるが、区画内の重

弧紋と重弧紋の空間部に爪形状の紋様を散りばめたも

の。

1-6　Ⅵ類

　口縁部内側に口唇部から中央に向かって重弧紋が施

されたもの。

1-7　Ⅶ類

　頸部が無く、ヘラによる施紋がなされているもの。

1-8　Ⅷ類

　所謂ジョッキ形土器と呼ばれているものであるが、

紋様がみられるものは精製の中央部が絞られた薄型な

ものでなく、免田式土器にみられるような胎土で厚手

のものに紋様がみられる。

2　二子塚遺跡の免田式土器

　二子塚遺跡から出土した免田式土器は 1,159 を数

える。57、94 ～ 96、268、340、478、363、520、

521、2175 ～ 2178、2205 ～ 2211、2395、2501

～ 3639 は免田式土器である。

　57、94、95、96、268、340、363、478、520、

2175、2178、2395、2501 ～ 3136 は住居址（SB）

か ら 出 土 し、521、2205、2206、2209、2210、

3137 ～ 3639 は環壕（SV）から出土した。57 ～

2395 の各免田式土器については実測図を、2501 ～

3642 の各土器片については拓本を示した。

2-1　Ⅰ類

Ⅰ a類�　57、94、95、96、520、2207、2208、

2209、2175、2177、2395、2501 ～ 2725、

3137 ～ 3330 は、Ⅰ a類である。胴部屈曲部

に施された平行区画線に重ねて短い縦位又は

斜位の刻みを施すことを特徴とする。

Ⅰ b類�　521、2205、2210、2178、2726 ～

図 300　免田式土器紋様分類図 ( Ⅰ類 )

図 301　免田式土器紋様分類図 ( Ⅱ～Ⅴ類 )
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図 302　弥生土器実測図 ( 免田式 ,SB 出土 )

2759、3309 ～ 3334 は、Ⅰ b 類である。下

部の平行区画線上に短い縦位の刻みが施され

ていないことを特徴とする。しかし、重弧紋

が下部平行区画線に入り込むことにより、縦

刻みを施した場合と同様の紋様となる例もあ

る。下部の平行区画線は、1～ 4条であり、2

条又は 3条となる場合が多い。上部の平行区

画線には、短い縦位の刻みを施す例と施さな

い例の双方が存在する。

Ⅰ c類�　268、363、2206、2760 ～ 2779、3335

～ 3345、3404 は、Ⅰ c 類である。下部の区

画線が施されていないことを特徴とする。重弧

紋は胴部の屈曲部稜線を基線として描かれてお

り、下部の区画線が無くても胴部下半に突出す

ることはない。3344 は下部の平行区画線が無

い場合でも、相当の位置に短い縦刻みを施す例

である。上部の平行区画線には、短い縦刻みを

施す例と施さない例の双方が存在する。

Ⅰ d類�　2780 ～ 2782 は、Ⅰ d 類である。上・下

部の平行区画線に挟まれた空間に、下向きの

重弧紋を施すことを特徴とする。上 ･ 下部の

平行区画線上には短い縦位の刻みが施される。

Ⅰ d類の確実な例は 2782 の 1例のみであり、

2780 は波状紋、2781 は J 字紋に区分した方

が適切であろう。

Ⅰ e類�　2783 ～ 2815、3346 ～ 3362 は、 Ⅰ e 類
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図 303　弥生土器実測図 ( 免田式 ,SB 出土 )

である。上・下部の平行区画線に挟まれた空間

に、上・下向きの重弧紋を一緒に施すことを特

徴とする。2795 ～ 2799 は同一個体である。

上部区画線に接して下向きの重弧紋を施した部

分のみが確認できる破片もⅠ e 類に分類した

が、この類の破片は、上向きの重弧紋が欠けて

Ⅰ d類となる可能性がある。

Ⅰ f類�　2816 は、Ⅰ f 類である。上・下部の平行区

画線に挟まれた空間に、重弧紋がないことを特

徴とする。該当例は 2816 の 1例のみである。

2-2　Ⅱ類

Ⅱ a類�　2176、2211、2817 ～ 2832、3363 ～

3380 は、Ⅱ a類である。上向きの重弧紋を 2
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図 304　弥生土器実測図 ( 免田式 ,SV 出土 )

段にわたり施すことを特徴とする。Ⅰ a類と比

べて、器体が同程度の大きさであれば、重弧紋

はより小さく描かれている。上 ･中 ･下部の平

行区画線上に施す縦位の刻みがない例も存在

する。3375 は上向きの重弧紋と下向きの重弧

紋を各 1段ずつ、2段にわたり施している例で

ある。これはⅡa類の中に含めてよいと考える。

Ⅱ b類�　2833 ～ 2838、3381 ～ 3390 は、 Ⅱ b 類

である。交互に上・下向きの重弧紋を 2段に

わたり施すことを特徴とする。

2-3　Ⅲ類

Ⅲ a類�　Ⅲ a類は、重弧紋に代えて、上向きの鋸歯紋

を施すことを特徴とするが、確実な例はない。

Ⅲ b類�　Ⅲ b 類は、下の区画内には上向きの鋸歯紋

を施し、上区画内には上向きの重弧紋を施す
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ことを特徴とするが、確実な例はない。

2-4　Ⅳ類

　2839 ～ 2845、3391 ～ 3402 は、Ⅳ類である。

重弧紋とは別に空間を設け、その空間に列点紋等を配

する点が特徴である。

　2839 は、重弧紋の上部に斜位の列点紋をクサビ

状に 3列配している。なお、2839 の重弧紋は、Ⅰ

e 類と同様、上・下向きの重弧紋を施したものであ

る。2840 は、重弧紋の上部に斜位の列点紋をクサビ

状となるよう 3列配し、その上部に縦位の列点紋を

1列連ねる。2839 と 2840 の紋様は類似しており、

2839 は紋様の上端が欠けているが、2840 と同様の

紋様構成を採るものと考えられる。2841 は、斜位の

列点紋を 1列、その上位に縦位の列点紋を 2列配し

ている。2843 は、下向きの重弧紋の下位に綾杉紋状

となるよう縦位の沈線と斜位の沈線を配している。な

お、2843 の重弧紋の隙間は弧線により埋められてい

る。2844 は、3条の平行区画線を挟んで、上段に山

形紋、下段に重弧紋を施す。2845 は、縦位の列点紋

を 3列配している。この下段に重弧紋が配されてい

ると考えられる。

　3391 は、重弧紋の上部に縦位の列点紋を 3列配し

ている。3392 は、重弧紋の上部に斜位の列点紋をク

サビ状となるよう 2列配し、その上部に縦位の列点

紋を 1列連ねる。さらにこの紋様構成を 2段にわた

らせ、その下位に欠失しているものの重弧紋を施して

いると考えられる。3393 は、4条の平行区画線の下

段に重弧紋と山形紋を施している。上段は無紋の空間

である可能性が高い。3394 は、5条の斜め沈線を山

形紋となるように配した例である。3395 は、重弧紋

の上部に 1条の区画沈線を施し、無紋の空間を設け

ている。3396 は、斜め沈線と重弧紋が施されている

ようである。3397 ～ 3402 は同一個体と考えられる

破片群である。重弧紋の間に平行区画線により空間を

設け、斜格子紋及び 2条の平行沈線によるクランク

状の紋様等で空間を埋めている。平行区画線により空

間は 3段に区画されているが、Ⅳ類のバリエーショ

ンとして考えてよいだろう。

2-5　Ⅴ類

　2846 ～ 2851 は、Ⅴ類である。重弧紋と同じ空間

に列点紋等の紋様を散りばめる点が特徴である。

　2846 は、下向き重弧紋の根元の隙間を横位の沈線

で埋める。2847 は、上・下向き重弧紋間に斜位の沈

線を走らせる。2848 と 2849 は、同一個体の可能性

がある。重弧紋の頂部と上部平行区画線との接点から、

斜めの沈線を引き出し、さらに、斜めの沈線に直行す

る沈線を数条施すものである。2850 は、下向き重弧

紋の間を 1条の垂直沈線で区画する。2851 は、重弧

紋と同じ区画内の空間部に横位の列点紋を施し、算盤

玉形を呈する胴部の屈曲部の直下に下向きの重弧紋を

施している。

2-6　Ⅵ類

　2176、2206、3403は、Ⅵ類である。2176は広口壺、

2206 と 3404 は同一個体の鉢であり、共に外反しな

がら開く口縁部内側に、口唇部から中央に向かって重

弧紋が施されている。このように開いた口縁部を有す

る土器形式でなければⅥ類とはなりえないことから、

免田式に通用な土器形式である長頸壺にⅥ類は存在し

得ない、と考えてよい。

2-7　Ⅶ類

　340 及び 478 は、Ⅶ類である。ジョッキ形土器と

呼ばれているものであるが、免田式の長頸壺と同様な

胎土であり、器厚も厚手のものに紋様がみられる。

　340 はⅡ a 類、478 はⅡ b 類と同様の紋様が箆描

きされている。

　なお、既知のⅦ類は、下益城郡御船町に所在する下

山神遺跡〔緒方 1984〕の 1例である。

3　免田式土器の分析

　二子塚遺跡から出土した免田式土器は 1,159 破片

である。これら破片は、個体識別が時間的掣肘により

十分に為しえていない状態である。このような状況で

はあるが、以下では 1破片を 1個体と認識すること

を前提として、以下に二子塚遺跡における免田式土器

の特徴を述べることとしたい。

368



図 305　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a 類 ,SB 出土 )
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図 306　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a 類 ,SB 出土 )
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図 307　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a 類 ,SB 出土 )
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図 308　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a,b 類 ,SB 出土 )
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図 309　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ b,c,d,e 類 ,SB 出土 )
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図 310　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ e,f, Ⅱ a 類 ,SB 出土 )
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図 311　免田式土器紋様拓本 ( Ⅱ b, Ⅳ , Ⅴ類 , 不明 ,SB 出土 )
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図 312　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SB 出土 )
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図 313　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SB 出土 )
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図 314　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SB 出土 )
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図 315　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a 類 ,SV 出土 )
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図 316　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a 類 ,SV 出土 )
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図 317　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a 類 ,SV 出土 )
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図 318　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ a,b 類 ,SV 出土 )
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図 319　免田式土器紋様拓本 ( Ⅰ c,e, Ⅱ a 類 ,SV 出土 )
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図 320　免田式土器紋様拓本 ( Ⅱ a,b, Ⅳ , Ⅵ類 ,SV 出土 )
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図 321　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SV 出土 )
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図 322　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SV 出土 )
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図 323　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SV 出土 )
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図 324　免田式土器紋様拓本 ( 不明 ,SV 出土 )

3-1　形式学的分析

　二子塚遺跡から出土した免田式土器 1,159 個体の

うち、紋様の種類及び出土遺構の時期を特定すること

ができる免田式土器は、住居址出土の310個体（27％）

である。

3-1-1　各紋様の時期的推移

　Ⅰ類は、最も多数かつ、全時期にわたって分布して

いることが、最大の特徴である。紋様の種類及び出土

遺構の時期を特定することができる免田式土器 310

個体のうち、Ⅰ a類が 199 個体（64％）を占め、次

いでⅠ e類 32個体（10％）、Ⅰ b類 31個体（10％）、

Ⅰ c 類 16 個体（5％）である。確実な該当例が各 1

例しかないⅠ d類及びⅠ f 類を除けば、Ⅰ類が出土

数の上位すべてを占め、合計 278 個体（90％）とな

る。時期別の推移をみても、Ⅰ類の各時期における

出現比率は、Ⅰ段階からⅥ段階までは 90％程度と安

定し、比率が低下するⅦ段階でも 75％を占めている。

Ⅶ段階は、母数自体が 8個体と低いため 1個体あた

り 13％の変動値を有することを考える必要があり、

さほど外れた比率ではないものと評価できよう。した

がって、免田式土器はⅠ類、なかでもⅠ a類を基本と

した紋様組成を常に保っている、とすることができる。

　Ⅱ類は、免田式土器を出土した住居址数が最も多

い期間であるⅢ段階～Ⅴ段階を中心とした分布をみ

せる。Ⅱ a 類はⅡ段階からⅦ段階まで、Ⅱ b類はⅢ

段階からⅤ段階までに分布し、共に個体数では台形状

の分布を採る。個体数、出現比率ともにⅡ a類がⅡ b
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類を常に上回り、かつ、Ⅱ b類がⅡ a 類から一段階

遅れて出現していることから、Ⅱ a類がⅡ類の基調

であり、Ⅱ b類はその変異形態であると考えられる。

なお、Ⅱ類が、Ⅰ類から一段階遅れて出現しているこ

と、免田式土器の出土住居址数及び出土個体数が最も

多いⅣ段階において、その個体数は維持しつつも出現

比率を下げていることから、Ⅱ類自体がⅠ類の変異形

態であり、一定量が製作されるに止まる紋様である、

と考える。

　Ⅳ類はⅣ段階に出現し、Ⅴ段階では検出されず、6、

Ⅶ段階に 1個体ずつ存在する。出現比率では、時期

が下るにしたがって増加している。積極的に評価する

ならば、Ⅴ段階からⅦ段階にかけてⅣ類は漸増するも

のと考えられる。

　Ⅴ類はⅠ段階からⅡ段階にかけて出現し、Ⅱ段階で

は個体数、出現比率ともに減少している。すなわち、

Ⅴ類はⅠ段階からⅡ段階にかけて漸減している。

　Ⅳ類とⅤ類は、クサビ状の紋様や爪形状の紋様を、

Ⅳ類は重弧紋とは別の空間内に、Ⅴ類は重弧紋と同一

の空間内に配したものである。両者は、重弧紋と異

なる小型の紋様を配する点で共通性を見出すことがで

き、空白期（Ⅲ段階）の前後にそれぞれ漸減、漸増し

ている。このことから、Ⅳ類とⅤ類とは、Ⅲ段階を変

化点として、Ⅴ類からⅣ類へと遷移したものと考える

ことができよう。

　Ⅶ類は、Ⅱ類と同じ紋様が施され、Ⅱ b類と同じ

紋様の個体（478）がⅢ段階に存在していることがわ

かる。

3-1-2　免田式土器の変遷

　免田式土器の紋様の基調はⅠ類、とりわけⅠ a類に

ある。最大胴部上面に下部平行区画線と、平行線の範

囲内に短い縦方向の刻みを施し、その上部に上向きの

重弧紋を描き、さらに上部平行区画線を頸部の立ち上

がりまで施し、平行線の一部に短い縦刻みを施すこと。

このことが、免田式土器の基調であり、他の紋様はそ

の変異である。

　Ⅰ b類は平行区画線上の短い縦刻みが、Ⅰ c 類は

下部の区画線が、Ⅰ a類から脱落した紋様である。ま

た、Ⅰ e類は下向きの重弧紋をⅠ a類に付加した紋様

である。いずれもⅠ a類と同様、Ⅰ段階から出現し、

Ⅰ c 類とⅠ e 類はⅦ段階まで、Ⅰ b類はⅥ段階まで

存在する。なお、Ⅰ d類はⅠ e類から上向き重弧紋が、

Ⅰ f 類は重弧紋自体が脱落した紋様であるが、共に個

体数が僅少である。Ⅰ d類はⅠ a 類からの直接の変

遷を辿れない点で、Ⅰ f 類は主要な紋様である重弧紋

自体が欠落する点で、他の紋様とは異質の部分を包含

している。このことは、他のⅠ類がほぼ全時期にわた

り多量に分布するのに対し、Ⅰ d類とⅠ f 類の確実な

該当例は各 1例のみという点においても指摘できる。

現状では、Ⅰ f 類はⅠ段階に存在することから重弧紋

が配される直前の紋様、Ⅰ d類はⅥ段階に存在するこ

とから多重に変異した紋様との位置付けを与えたい。

　Ⅱ類はⅠ類より一段階以上後出する紋様である。Ⅱ

類の特徴は、Ⅰ類の紋様が2段に増加したことであり、

出現の時期差からⅠ類が変異した紋様と考えられる。

Ⅱ a 類はⅠ a 類が多段化し、Ⅱ b類はⅠ a 類から変

異したⅠ e類が多段化した紋様である。Ⅱ a類がⅡ b

類より一段階早く出現することは、Ⅰ a類との形式的

な距離の長短に比例していると考えられる。

　Ⅳ類とⅤ類は、Ⅴ類からⅣ類へ遷移した紋様である。

Ⅴ類はⅠ a類に重弧紋と異なる小型の紋様を付加した

時期 Ⅰ a Ⅰ b Ⅰ c Ⅰ d Ⅰ e Ⅰ f Ⅱ a Ⅱ b Ⅳ Ⅴ Ⅶ 合計
Ⅰ 35 7 1 4 1 4 52
Ⅱ 41 3 2 2 1 49
Ⅲ 29 4 2 1 8 3 1 1 49
Ⅳ 54 13 4 1 8 3 2 3 88
Ⅴ 25 2 3 8 3 1 42
Ⅵ 12 2 3 1 2 1 1 22
Ⅶ 3 1 2 1 1 8
合計 199 31 16 3 32 1 13 4 5 5 1 310

表３　免田式土器の時期的分布
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紋様であり、Ⅳ類は小型の紋様を付加し、かつ、多段

化した紋様である。Ⅴ類はⅠ段階から出現し、Ⅳ類は

Ⅴ類消失後、Ⅶ段階まで分布する。

　Ⅶ類は、Ⅱ a 類、Ⅱ b類と同じ紋様がジョッキ形

土器に施され、Ⅱ b類と同じ紋様の個体がⅢ段階に

存在している。このⅢ段階はⅡ b類の出現時期にあ

たり、Ⅱ b類の成立と同時に長頸壺以外の土器形式

にⅡ b類の紋様が施されたことを示している。

　以上から、免田式土器の紋様の変遷を以下のように

まとめることができる。

　免田式土器はⅠ類とりわけⅠ a類を、終始、紋様の

基調として遷移する。Ⅰ a類の紋様の構成要素を除去

し、あるいはⅠ a類に単純な紋様を付加する変異紋様

は、基調たるⅠ a類と同時期に生成し、紋様の多段化

といった別種の変異を経る変異紋様は、時期差をもっ

て後出する。この変異の異同による出現時期の差は、

Ⅶ類とⅡ類との相関が端的に示すように、Ⅰ類以外の

紋様においても同様に認められる現象である。

　なお、Ⅰ類は、免田式土器の個体数の増減に関係な

く、始終、90％程度を占める。したがって、先の変

異紋様の遷移は、量的には免田式土器の 10％程度の

変化について述べたものに過ぎない。

　すなわち、二子塚遺跡における免田式土器の紋様は、

当初からⅠ類とりわけⅠ a類を基調とした極相を呈

し、定常状態を保ったまま終止する、と考えられる。

3-2　層位学的分析

　発掘調査に際しては、時間的掣肘から土器を層位学

的に取り上げる措置を十分にとることができなかっ

た。このため、各遺構を単位として相互の切り合い関

係から層位学的な分析を行う。

　出土状況を検討するにあたって、まず、出土遺構に

よる差異を取り上げる。住居址（SB）から出土した

免田式土器は 644 個体、環壕（SV）から出土した免

田式土器は 500 個体、出土情報を失った等、その他

の免田式土器が 15個体である。うち、単一時期に比

定可能な資料は、住居址から出土した 574 個体であ

る。

時期 遺構名 個体数 時期 遺構名 個体数
Ⅰ SB2 1 Ⅳ SB90 10

SB13 3 SB98 4
SB20 4 SB106 2
SB62 1 SB107 6
SB72 2 SB108 4
SB79 4 SB113 5
SB83 10 SB125 1
SB116 1 SB139 10
SB192 58 SB147 3

Ⅱ SB11 18 SB175 5
SB18 2 SB177 6
SB19 23 SB178 1
SB41 1 SB180 1
SB70 5 SB185 4
SB75 2 SB186 6
SB129 11 SB202 4
SB133 10 SB204 6
SB183 1 SB209 2
SB199 6 SB210 2
SB201 1 SB219 1
SB211 8 SB223 8
SB251 2 SB224 9

Ⅲ SB5 1 SB225 4
SB15 2 Ⅴ SB10 9
SB22 13 SB71 4
SB25 19 SB77 2
SB29 1 SB89 7
SB76 1 SB92 7
SB84 4 SB160 13
SB111 7 SB166 7
SB121 4 SB184 3
SB130 2 SB190 7
SB176 4 SB203 14
SB188 2 SB256 3
SB189 3 SB260 1
SB191 5 Ⅵ SB6 3
SB197 8 SB37 3
SB222 5 SB64 3
SB236 5 SB68 1
SB254 1 SB97 1

Ⅳ SB9 17 SB99 5
SB12 8 SB120 2
SB16 19 SB122 1
SB23 4 SB127 1
SB28 2 SB136 2
SB30 9 SB138 5
SB39 3 SB161 1
SB40 1 SB162 3
SB57 1 SB164 6
SB58 2 SB165 4
SB59 1 SB200 6
SB65 4 SB237 3
SB81 1 Ⅶ SB14 8
SB88 1 SB198 1

合計 574

表４　免田式土器の出土地点一覧（SB）
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3-2-1　住居址（SB）

　免田式土器は、住居址 141 軒（53％）から 644 個

体が出土し、1軒あたりの出土量の最大値 58 個体、

最小値 1個体、平均値 4.6 個体である。このうち、時

期を単一時期に比定可能な例は、住居址 108 軒から

出土した 574 個体であり、1軒あたりの出土量の平

均値は 5.3 個体となる。

　時期別の出土遺構数は、Ⅰ段階からⅦ段階までの全

段階に複数の免田式土器出土住居址が存在し、出土軒

数ではⅣ段階を中心とした正規分布の様相を呈してい

る。免田式土器出土住居址の出現率は平均 60％、最

小値はⅦ段階の 29％、最大値はⅤ段階の 71％である。

Ⅰ段階からⅥ段階までの時期は、出現率が 66％程度

に安定している。例外的に出現率が極端に低いⅦ段階

は、当該期の母数が少ない（7軒）ことに原因が存在

する可能性が高い。

　1 軒あたりの出土量が最も多いのは、Ⅰ段階

（SB192）の 58 個体であり、次いでⅡ段階（SB19）

の 23 個体となる。以後、Ⅲ段階は 19個体（SB25）、

Ⅳ段階（SB16）は 19個体、Ⅴ段階は 14個体（SB203）、

Ⅵ段階は 6個体（SB164、SB200）、Ⅶ段階は 8個体

（SB14）となり、Ⅰ段階に最大個体数が最も多く、時

期を経るにしたがって最大個体数が減少する傾向にあ

る。

　以上からは、Ⅰ段階からⅦ段階までの全時期をつう

じて免田式土器が存在し、かつ、各時期の 7割近く

の住居址から出土すること、また、集落の初期ほど免

田式土器の特定住居址への集積度が高いことが指摘で

きる。

3-2-2　環壕（SV）

　二子塚遺跡の北辺に位置し、西側 2/3 はほぼ東西

方向に走り、I29grid で南にほぼ直角に曲がり、東側

1/3は南北方向に走る条溝が 1条ある。この条溝から

免田式土器 500 個体が出土している。条溝は概ね 3

層に分層され、かつ、概ね grid ごとに掘削されてい

るが、時間的掣肘から出土土器の資料化が不十分な状

況である。このため、時期別の検討を行うことが困難

であり、出土地点による出土量の比較に止めざるを得

ない。

　条溝は、F2 から F25grid までの範囲ではグリッド

網の東西軸を基準とし、東西軸の 10m幅の範囲を 1

単位として掘削している。ここでは、この単位をグ

リッドの東西軸における数字名 aを用いて「a列」と

称することとしたい。例えば、条溝の西端は E2及び

F2grid にかかっているが、E2 及び F2grid の範囲を

1単位として発掘しているので、2列と称することと

なる。F26 から L27grid までの範囲ではグリッド網

の南北軸を基準とし、南北軸の 10m幅の範囲を 1単

位として掘削している。ここでは、この単位をグリッ

ドの南北軸におけるアルファベット名 xを用いて「x

行」と称することとしたい。例えば、条溝の東端直

前は K27 及び K28grid にかかっているが、K27 及び

K28grid の範囲を 1単位として発掘しているので、K

行と称することとなる。

　免田式土器の出土量は、発掘単位あたりでは 10列

が66個体と最も多く、次いで21列が47個体である。

連接する 2発掘単位あたりでは、21 列から 22 列ま

でが 92 個体と最も多く、次いで 10 列から 11 列ま

でが 89個体となっている。また、発掘単位あたりで

最も出土量が少ないのは 20列の 4個体であり、次い

時期 出土軒数 総軒数 比率 個体数
Ⅰ 9 14 64% 84
Ⅱ 13 20 65% 90
Ⅲ 18 28 64% 87
Ⅳ 37 55 67% 177
Ⅴ 12 17 71% 77
Ⅵ 17 27 63% 50
Ⅶ 2 7 29% 9
合計 108 168 64% 574

表５　免田式土器出土住居址の時期的分布

地点 個数 地点 個数
1a 27 9a 36
1b 24 9b 7
2a 8 10a 4
2b 8 10b 47
3a 12 11a 45
3b 5 11b 22
4a 7 12a 12
4b 2 12b 25
5a 66 13a 11
5b 23 13b 18
6a 0 14a 21
6b 0 14b 7
7a 0 15a 29
7b 0 15b 9
8a 1 16a 0
8b 24

合計 500

表６　免田式土器の出土地点一覧（SV）

391



で 7列の 5個体である。連接する 2発掘単位あたり

では、19 列から 20 列までが 12 個体と最も少ない。

同時に、4列から 8列までの 50m程度の範囲では、

合計 40個体、平均 8個体と出土数が少ない状況が連

続する。なお、9列及び 12 列から 16 列までの範囲

は現代の削平を受けた区域であり、調査対象外であっ

たため、出土数が 0～ 2個体となっている。

　以上からは、条溝内のほぼ全域に免田式土器が分布

し、かつ、明確な分布密度の濃淡が存在していること

が指摘できる。なかでも、最も密度が高い 21列と最

も密度が低い 20列とが連接していることは、この現

象を端的に示している。

　次に、明確な密度の濃淡をもって免田式土器が分布

している現象と、条溝の特徴との関連性について述べ

る。免田式土器は、条溝の第 1の特徴である集落の

入り口付近においては、平均密度以下の分布状況しか

示さない。第 2の特徴である直角屈折部（I 行）では

密度が低く、第 3の特徴であるクランク状屈折部（10

列）では密度が最も高い。この他、条溝の走向が変化

する地点（21列）では著しく高密度となっている。

　以上からは、免田式土器を多量に廃棄することと集

落の入り口との関連性は低く、むしろ、入り口付近は

多量廃棄箇所とはされないものと理解することができ

る。また、免田式土器を多量に廃棄することと条溝の

屈折部等との関連性は、集落の正面観を加えて整理す

ることができる。集落の入り口は北側にしか確認され

ていないこと、集落の南側は崖面であることから、集

落の正面は北側とすることができる。条溝の屈折部は

10 列、21 列、I 行に存在するが、多量廃棄箇所であ

る 10 列、21 列は北側に、免田式土器が 7個体しか

図 325　免田式土器分布状況 ( 二子塚遺跡 )
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出土しなかった I 列は東側に位置している。したがっ

て、集落正面に位置する条溝の屈折部が免田式土器を

集中して廃棄する場として用いられた、と整理する。

3-2-3　集落

　以上から集落内における免田式土器の出土状況をま

とめると、以下のとおりとなる。なお、免田式土器が

出土した遺構は、住居と条溝に限られ、墓葬等、他の

遺構からは出土していない。

　第 1は、免田式土器の出土状況においては、住居

と条溝とは関連しないことである。免田式土器の条溝

内の分布密度と、その周辺の住居における出土量とは

まったく関連性が認められないため、住居から条溝へ

の流入、条溝から住居への流入、住居から直近の条溝

（部分）への廃棄等、遺構間にまたがった遺物の移動

は出土状況からは看取し得ない。したがって、免田式

土器は、遺構の種別に応じた廃棄の契機を考える必要

がある。

　第 2は、免田式土器の住居における出土状況は、

集落内の道路の北側、しかも中心部と考えられる範囲

に凝集することである。出土量が多い住居のトップ

10 は、10 棟で合計 205 個体（48％）を出土し、集

落中央西側付近、かつ、集落を二分して走行する道路

の北側に位置している。Ⅰ段階からⅦ段階までの各

時期における最多出土量の各住居は、先のトップ 10

に SB164 及び SB200（Ⅵ段階）、SB14（Ⅶ段階）を

加えなければならないが、トップ 10 と同様の分布

を示す。対して、道路の南側に位置する住居からは、

SB92（Ⅴ段階）の 7個体、SB111（Ⅲ段階）の 7個

体、SB107（Ⅳ段階）の 6個体を除き、すべて平均

出土量（5.3 個体）以下の出土量となっている。さら

に、例外とした SB92、SB107�、SB111 の 3 住居も、

各所属時期における最多出土量の半数以下の出土量で

あり、Ⅲ段階及びⅣ段階は最も住居数が多い時期であ

ることを考慮すると、出土量が少ない住居に含めても

よい、と考える。

　第 3は、条溝における免田式土器の多量出土箇所

を 2箇所に特定できることである。そして、これら

免田式土器の多量出土箇所は、鍛冶遺構の位置とも対

応している。免田式土器の多量出土箇所は、10 列は

鍛冶遺構 SB153（Ⅳ段階）、21列は鍛冶遺構 SB256（Ⅴ

段階）と、いずれも鍛冶遺構に最も近い条溝部分であ

る。同時に、SB262 も条溝に近い鍛冶遺構であるが、

直近の条溝部分であるH行では 21個体が出土してい

るに過ぎない。このことから、免田式土器の多量出土

箇所の形成要件は、鍛冶遺構の立地要件の十分条件と

して位置付けることができよう。

4　免田式土器の構造

　二子塚遺跡における免田式土器は、形式学的には、

始終、Ⅰ a類を基調とした定常状態にあり、層位学的

には、始終、住居址の 7割程度から出土することを

述べた。このことは、既往の知見を以下のように更新

する内容である。

　まず、免田式土器が時期的に変遷するとした知見

は、少なくとも二子塚遺跡においては成立しない。た

とえ、二子塚遺跡がいささか特殊な事情を含んだ集落

であり、かつ、出土個体数の識別に重大な誤りが含ま

れていたとしても、出土遺構数、破片数等、資料の量

的側面から、この新たな知見は支持されるであろう。

　次に、免田式土器が墓葬に伴う土器とする知見は、

その内容を柔軟に拡大し、鍛冶遺構との関連や、特定

住居への集積をも含めた非日常的用途を想定すること

が必要となる。始終、7割近くの住居址から免田式土

器が出土することは、墓葬供献以外の用途が存在する

ことを示唆して余りある。

　既往の知見は、資料的な制約を多大に受けた状況下

でのものであった。それは、墓葬等、一般に遺跡の認

識が容易な遺構からの出土資料に限定されていたこと

と、集落のほぼ全域を発掘調査する機会が僅少であっ

たことによる。特に熊本の南半部の地域ほど、この制

約が大きく、免田式土器の分布は当該地域を中心の一

つとしているため、影響も多大である。

　しかし、上記の諸点は、免田式土器の構造に地域性

という要素を加えることを促しているに過ぎない。

　二子塚遺跡においては、鋸歯紋を施す（Ⅲ類）免田

式土器は確認されていない点で、熊本の南半部の地域

とは異なる様相を示している。既往の知見は、この様

相の差異を時期差として捉えていたのであるが、二子

塚遺跡において一定期間の様相が捉えられた現在、地
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域差として検討する必要が生じた、としてよい。

　また、二子塚遺跡においては弥生時代後期の墓葬が

確認されていないため、墓葬に関する様相を捉えるこ

とは叶わない。このことと、特定の住居址又は条溝内

の特定部分に免田式土器が集積する現象は、免田式土

器の非日常的な用途の多様性を検討することを要求し

ている。住居の 7割から出土する免田式土器の多く

が破片であるという現象も、その用途の多様性を痛感

させる要素である。

　免田式土器の精美な姿と極相に達した紋様の定常性

には、些かの揺るぎもない。もし、その在り様が地域

によって異なるとすれば、さらなる眼福を我々は享け

ることとなるのであろう。
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11-4　ジョッキ形土器の分類と構造
　九州地方の土器の中に「コップ形土器」あるいは「ジョッキ形土器」と呼ばれる、特異

な土器群がある。その名前のとおり、ジョッキにそっくりである。

　この土器が弥生土器に属することは古くから知られていた。梅原末治は、坂本經堯蒐集

資料の同類の土器に注目して、3個体の資料を学会に報告し、形態の類似から黒陶との関

連を指摘した〔梅原 1958〕。大分県国東町安国寺遺跡においてはジョッキ形木器が出土

したが、その考察を担当した乙益重隆によって「ジョッキ形土器」の年代と性格が論じら

れた〔乙益 1958〕。乙益は、ジョッキ形土器の年代を「安国寺式や、九州の伊左座式（高

三潴式ともいう）と時間的に近い関係にある」とし、その性格は「弥生文化の後期に現れ

る地域的な特徴ともいうべきであろう」と位置付けた。緒方勉は、蒐集資料のうち主に

「ジョッキ形土器」を紹介した中で、陣笠状柱頭の把手を有する「ジョッキ形土器」を初

出している〔緒方 1984〕。緒方は、その系譜について朝鮮、中国の類例に言及し、彼地

の影響を考慮できるとした。島津義昭は、新資料を紹介し、「ジョッキ形土器」の型式分類、

出土地名表の作成、その分布の検討、年代の比定を行うと共に、その系譜については韓国

南部地方の銅剣文化期の漆器に注意を払うべき点を述べた〔島津 1990〕。

　既往調査におけるジョッキ形土器の出土量は、熊本県山鹿市の方保田東原遺跡の 20個

体以上が最多である〔中村 1982〕。今回、二子塚遺跡では 108 個体のジョッキ形土器が

出土し、既往調査例を大きく上回った。

　また、ジョッキ形土器の型式においても、既知の型式の多くが含まれ、多彩な内容を示

している。

1　ジョッキ形土器の分類

　島津は、ジョッキ形土器を大中小の 3種に分類した

〔島津 1990〕。高さ 10cm 未満のものを小型、15cm

以上のものを大型とし、両者の中間である 10cm以上

15cm未満のものを中型としたのである。次に、把手

の形状から帯状把手、陣笠状の柱頭をもつ把手、断面

円形の把手に分かち、それぞれにⅠ、Ⅱ、Ⅲの名称を

与えた。最後に、ジョッキ形土器の紋様に着目し、無紋、

櫛描波状紋、箆描重弧紋、平行沈線による区画帯内に

櫛状箆による斜めの刺突紋をもつものに分かち、それ

ぞれに a、b、c、d の名称を与えている。島津は、以

上 3種の分類項目を準備したものの、資料的制約か

ら法量による分類は捨象し、把手の形状と紋様の組合

せによる分類項目を用いている。

　ここでは、上記の分類に加え、以下の分類項目を追

加する。これは、上記分類に留まれば出土遺物の大半

がⅠ a 類となり、Ⅰ c 類が 2点、Ⅱ、Ⅲ類が各 1点

に止まるため、遺物の記述には適さないからである。

したがって、主に帯状把手を有し無紋であるジョッキ

形土器Ⅰ a類を細分し、記述することを目的とした。

　まず、法量による分類を行う。ジョッキ形土器を、

島津が示した法量における大中小の 3種に分かち、

それぞれ大型、中型、小型の記述を用いる。

　次に、新たな要素としてジョッキ形土器の底部形状

を分類項目に加える。底部が上げ底を呈するもの、平

底を呈するもの、丸底を呈するものに分かち、それぞ

れ上底、平底、丸底の記述を用いる。

把手形状�　Ⅰ類　帯状把手

　　　　　Ⅱ類　陣笠状の柱頭をもつ把手

　　　　　Ⅲ類　断面円形の把手

体部紋様　a類　無紋

　　　　　b類　櫛描波状紋

　　　　　c類　箆描重弧紋

　　　　　d類�　平行沈線による区画帯内に櫛状箆に

よる斜めの刺突紋

法量　　　大型

　　　　　中型

　　　　　小型

底部形状　上底

　　　　　平底

　　　　　丸底

　以上、把手形状、体部紋様といった島津の分類項目

に、法量、底部形状の項目を加えた上記の分類項目を

用いる。
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2　二子塚遺跡のジョッキ形土器

　二子塚遺跡から出土したジョッキ形土器は 108 個

体を数える。315、340、464 ～ 468、471 ～ 475、

477 ～ 483、485 ～ 491、771 ～ 782、784 ～

814、816 ～ 825、827 ～ 831、921、924、1385、

2184 ～ 2204 はジョッキ形土器である。

　315、340、465 ～ 468、471 ～ 475、477 ～

489、771 ～ 776、778、780 ～ 782、795、816 ～

825、827、828、831、921、924、1385、2184

～ 2192、2194、2195、2197、2198、2200 ～

2204 の 59 個体は住居址（SB）から、464、479 ～

483、485 ～ 488、490、491、777、779、784 ～

794、796 ～ 814、829、830、2196 の 47 個体は

環壕（SV）から、2199、2193 の 2 個体は包含層か

ら出土した。

　なお、ジョッキ形土器の実測図はすべて本節に掲載

し、921、924、1385 の実測図は各出土住居の弥生

土器実測図にも重複して掲載している。

2-1　Ⅰ類

　帯状把手を有するジョッキ形土器である。

　無紋のⅠ a類が 104 個体出土し、櫛描波状紋を施

すⅠ b類、箆描重弧紋を施すⅠ c類、刺突紋を施すⅠ

d類は出土していない。

Ⅰ a類�　帯状把手を有し、無紋のジョッキ形土器であ

る。口縁部径と底部径はほぼ等しく、体部中位

が緩やかに括れる。口唇部は丸く収め、通用は

1把手を備える。胎土には精製された粘土が使

用され、砂粒はほとんど含まない。土器の調

整には、細かくしかも浅いハケメが用いられる

が、外面にナデを加える例もある。色調は灰白

色から淡黄色を呈し、焼成は堅緻である。

Ⅰ a類小型�　ジョッキ形土器Ⅰ a 類のうち、高さ

10cm未満のものである。底径が、後述の

中型と比して大差のない大きさのものと、

より小径のものとがある。底径が中型と同

規模のものは、体部中位の括れが中型と比

してより緩やかであり、底径がより小径の

ものは体部が直立し、ほとんど括れをも

たないようになる。　468、477、483、

485、785、1385、は平底、474 は丸底、

784、806、2186 は底部形態が不明である。

Ⅰ a類中型�　ジョッキ形土器Ⅰ a 類のうち、高さ

10cm以上 15cm未満のものである。底部

が上げ底のものは、底面と体部との接合面

が丸みをもち、その屈曲部の稜線は底部よ

り 2mm程上にくる場合が多い。底面は中

心部に向かって3～5mm程上げ底となる。

464、771、818、924、2188、2190 が

該当すると考えられる。　底部が丸底のも

のは、底面と体部との接合面が丸みをも

ち、その屈曲部の稜線は底部より 5mm程

上にくる場合が多い。底面は中心部に向か

い 3mm程下がる。なお、破片では認識が

困難である。315、471、822、2194 が

該当すると考えられる。底部が平底のも

のは、底面と体部との接合面が鋭角であ

り、その稜線は底面端部と同一の高さであ

る。478、479、481、482、486、489、

490、800、2187、2189、2193、2195、

2196 が該当すると考えられる。なお、

479、481、486、490、2196 は、 底 面

と体部との接合面がより鋭角的に作られ

た平底である。なお、780、803、817、

823、2191、2192 は、底部形態が不明で

ある。

Ⅰ a類大型�　ジョッキ形土器Ⅰ a 類のうち、高さ

15cm以上のものである。大型のジョッキ

形土器の底部は、上げ底を呈し、体部中位

の括れは不連続気味となるものが多い。こ

れは上下の括れを形成する弧面間に筒部

が加わることにより器高を増大させてい

るからであろう。小型、中型に比して内

外面のハケメが、若干粗くなる傾向にあ

る。なお、把手部分も大型化する。底部が

上げ底のものは、底面と体部との接合面

は丸みをもち、その屈曲部の稜線は底部

と同程度の高さにくる場合が多い。底面

は中心部に向かって 3～ 5mm程上げ底と
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図 326　弥生土器実測図 ( ジョッキ形土器 )
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図 327　弥生土器実測図 ( ジョッキ形土器 )
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図 328　弥生土器実測図 ( ジョッキ形土器 )
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図 329　弥生土器実測図 ( ジョッキ形土器 )

なり、中型上底と大差のない底上げであ

る。466、475、480、491、772、787、

2198、2199、2200 が該当する。底部

が平底のものは 340、465、467、775、

786、824 であり、底部が丸底のものは

773、774、776、921 であると考えられる。

しかし、底部中心部付近が欠失している場

合、両者の分類は困難である。

Ⅰ a類その�他　472、473、487、488、777 ～ 779、

781、782、788 ～ 799、801、802、

804 ～ 814、816、819 ～ 821、825、

827 ～ 831、2184、2185、2203、2204 は、

胎土、調整、色調、焼成等からⅠ a類に分

類される。しかし、法量、底部形態ともに

不明なため、細分することができない。

2-2　Ⅱ類

　陣笠状の柱頭をもつ把手を有するジョッキ形土器で

ある。

　Ⅰ類と比して、胎土は精製の度合いが低く、色調は

赤褐色を呈する。Ⅱ類は確実な例が 1点、胎土及び

造りからⅡ類とした例が 2点、合計 3点が出土して

いる。

　2184 は陣笠状の柱頭部を含む把手片である。陣笠

状柱頭部の断面は円形を呈するが、柱頭部を除く把手

の断面は隅丸方形を呈する。SB243 から出土した。

Ⅱ c類�　陣笠状の柱頭をもつ把手を有し、重弧紋を施

すジョッキ形土器である。胎土は精製されてお

らず若干の砂粒を含み、色調は赤褐色を呈し、

造りも厚手となる。Ⅱ類とⅠ類が最も異なる点

は、内面の体部と底部が接合する面の形状であ

る。Ⅰ類の体部と底部が鋭角に接合することに

対して、Ⅱ類の体部と底部は直角に接合し、接

合面は曲面を描いている。なお、把手の上部を

含まない 2点をⅡ c 類に分類しているが、こ

れらは陣笠状の柱頭をもたずにⅢ類となる可能

性を有している。340 は SB94 から出土し、把

手の下部を含む体部下半の資料である。体部に

下方から横位沈線紋、横位沈線紋に縦位沈線紋

を加えた紋様、重弧紋、横位沈線紋に縦位沈線

紋を加えた紋様、重弧紋が箆描にて施される。

上部の横位沈線紋に縦位沈線紋を加えた紋様が

斜行しているが、これは把手の接合部分に接し

ているためであり、欠失部分は水平に描かれて

いると考えられる。把手の断面は概ね隅丸方形

を呈しており、器壁もⅠ類に比して厚い。全体

的に厚手の造りとしてよい。なお、底部は平底

である。器高は 15cm以上と推測され、大型に

分類できよう。478 は SB222 から出土した体

部下半の資料である。体部下方から横位沈線紋、

上向きの重弧紋、間隔が大きい下向きの重弧紋、

横位沈線紋、下向きの重弧紋が箆描にて施され

る。体部と底部の接合部は、やや丸みを帯び、

Ⅰ類のようなシャープさに欠ける。器壁はⅠ類

に比してやや厚手である。底径は 340 に比し

て小さく、器高 10cm 以上 15cm 以下の中型

に分類できよう。

2-3　Ⅲ類

　断面円形の把手を有するジョッキ形土器である。

　Ⅰ類と比して、胎土は精製の度合いが低く、色調は

赤褐色を呈する。Ⅲ類は SB212 から 1点出土した。

　2185 は把手片である。断面は円形を呈し、把手内
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側は概ね隅丸方形を呈し、把手の外側は半円形に形作

られている。把手部分のみの出土であるが、当該期に

おける他の土器形式には同様の把手又は耳を備える形

式がないため、ジョッキ形土器と認定した。また、Ⅱ

類の陣笠状柱頭部は把手外側と直線的に連結するの

で、本資料はⅡ類とすることはできない。以上から、

Ⅲ類に分類した。

3　ジョッキ形土器の分析

　二子塚遺跡から出土したジョッキ形土器は、完形品、

破片を合わせて 108 個体である。これらの資料につ

いては、土器の胎土、調整、出土地点等を勘案し、個

体識別を実施した。以下では、完形品、破片の別を問

わず、1資料 1個体として、二子塚遺跡におけるジョッ

キ形土器の特徴を述べることとしたい。

3-1　形式学的分析

　二子塚遺跡から出土したジョッキ形土器 108 個体

は、Ⅰ a類 104 個体、Ⅱ類 3個体、Ⅲ類 1個体に分

類することができる。このうち出土遺構の時期を特定

することができるジョッキ形土器は、住居址出土の

48個体（44％）であり、Ⅰ類 45個体、Ⅱ類 2個体、

Ⅲ類 1個体である。

各類の時期的推移

　Ⅰ類は、Ⅰ段階からⅦ段階までの全時期に分布する。

Ⅱ類はⅢ段階及びⅣ段階に、Ⅲ類はⅣ段階に分布する。

　Ⅰ類は、最も多数かつ、全時期にわたって分布し

ていることが、最大の特徴である。その出土総数は

104 個体で、うち単一時期に比定できるジョッキ形

土器は 45個体である。時期別の分布をみると、Ⅳ段

階の 16個体（36％）を頂点とした単峰性の分布をと

り、Ⅰ段階～Ⅲ段階の出土量は 20 個体（44％）で、

Ⅴ段階～Ⅶ段階の出土量 9個体（20％）の概ね 2倍

となっている。ジョッキ形土器は資料数に乏しいこと

から、各段階を最頻値のⅣ段階とその前後の時期とに

大別しⅠ段階～Ⅲ段階を前期、Ⅳ段階を中期、Ⅴ段階

～Ⅶ段階を後期とした時期的分布も記すこととする。

　Ⅰ類の法量による分類では、小型 9個体（9％）、

中型 28 個体（27％）、大型 21 個体（20％）、不明

46 個体（44％）との組成を示す。時期別の分布は、

小型と大型のジョッキ形土器は主にⅣ段階以前の時期

に分布し、中型のジョッキ形土器は概ね全段階に分布

するが、なかでもⅣ段階とⅠ段階に多く分布する。大

別した時期区分においては、小型は前期と中期の個体

数が等しく（各 2個体）、後期は 1個体のみとなる。

中型は前期と中期の個体数が等しく（各 6個体）、後

期はその半数（3個体）となる。大型は前期（7個体）、

中期（5個体）、後期（2個体）と、前期から後期に

かけて個体数が漸減する。

　Ⅰ類の底部形状による分類では、上底 17 個体

（16％）、平底 32個体（31％）、丸底 15個体（14％）、

不明40個体（38％）との組成を示す。時期別の分布は、

上底、平底、丸底のいずれもが概ね全段階に分布する

が、なかでもⅣ段階に多く分布する。大別した時期区

分においては、上底は前期と中期の個体数が等しく（各

4個体）、後期は 1個体のみとなる。平底は前期と中

期の個体数が等しく（各 4個体）、後期に若干個体数

を減ずる（3個体）。丸底は前期と中期の個体数が等

しく（各 4個体）、後期はその半数（2個体）となる。

　Ⅱ類及びⅢ類は、ジョッキ形土器 108 個体のうち

の 4個体（3％）と極少数である。また、Ⅱ類及びⅢ

類は、共に出土個体数が最も多いⅣ段階に分布し、そ

の直前（Ⅲ段階）にもⅡ類が分布している。

ジョッキ形土器の変遷

　ジョッキ形土器は、Ⅰ類が大多数を占め、二子塚遺

時期 Ⅰ a Ⅱ Ⅲ 合計
Ⅰ 8 8
Ⅱ 6 6
Ⅲ 6 1 7
Ⅳ 16 1 1 18
Ⅴ 3 3
Ⅵ 4 4
Ⅶ 2 2
合計 45 2 1 48

表７　ジョッキ形土器の時期的分布

時期 遺構名 個体数 時期 遺構名 個体数
Ⅰ SB2 2 Ⅳ SB65 2

SB13 1 SB170 2
SB20 3 SB202 1
SB73 1 SB205 2
SB192 1 SB212 1

Ⅱ SB18 1 SB221 2
SB19 1 SB243 2
SB129 1 SB246 3
SB199 2 Ⅴ SB105 1
SB264 1 SB190 1

Ⅲ SB22 3 SB242 1
SB25 1 Ⅵ SB6 1
SB111 1 SB206 3
SB222 2 Ⅶ SB103 1

Ⅳ SB9 1 SB198 1
SB16 2

合計 48

表８　ジョッキ形土器の出土地点一覧（SB）
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跡の全時期にわたり分布する。最も出土数が増えるの

はⅣ段階であり、最盛期と捉えることができる。Ⅰ段

階～Ⅲ段階を前期、Ⅳ段階を中期、Ⅴ段階～Ⅶ段階を

後期とした場合には、ジョッキ形土器は前期から後期

にかけて漸減する。特に、後期の出土数は中期の約半

数にまで減少する。

　Ⅱ類とⅢ類は、極少数の出土であり、ジョッキ形土

器の最盛期であるⅣ段階と、その直前（3期）に分布

する。このことから、ジョッキ形土器は、最盛期に例

外的な個体を極少数生成した、とすることができよう。

　法量による分類では、小型のジョッキ形土器は 1

割弱の出土量で、前期から中期までは同数の出土数を

示し、後期には消失する。中型と大型は、前期から中

期まではほぼ同数の出土数を示しながら、後期には約

半数の出土数にまで減少する。

　底部形状による分類では、前期から中期までは、上

底、平底、丸底が同程度分布するが、後期には上底が

数を著しく減少させる。後期における平底と丸底の比

率に大きな変化は認められない。

　以上から、ジョッキ形土器は二子塚遺跡の全時期に

分布するものの、後期にはいくつかの類型が消滅し、

出土数も減少することが判明する。このことは、ジョッ

キ形土器がⅠ段階以前に既に成立していること、及び

Ⅶ段階以後、Ⅶ段階に近い時期に消滅することを示唆

しているものと考える。

3-2　層位学的分析

　発掘調査に際しては、時間的掣肘から土器を層位学

的に取り上げる措置を十分にとることができなかっ

た。このため、各遺構を単位として相互の切り合い関

係から層位学的な分析を行う。

　ジョッキ形土器が出土した遺構は、住居址（SB）

41 軒、環壕（SV）1条である。各住居址からは合計

59 個体、最大 3個体が出土し、条溝からは合計 47

個体が出土している。この他、包含層出土 1個体、

出土地点情報を逸失したもの 1個体である。なお、

出土遺構の時期を特定することができるジョッキ形

土器は、31軒の住居址から出土した 48個体（44％）

である。

住居址（SB）

　ジョッキ形土器を出土した住居址のⅠ段階からⅦ

段階までの分布は、Ⅳ段階（10軒）を最頻値とした、

概ね単峰性の分布を示している。出現比率では、Ⅰ段

階（36％）からⅥ段階（7％）まで、時期を下るにつ

れ漸減している。なお、出現率が極端に高いⅦ段階

（29％）は、当該期の母数が少ない（7軒）ことに原

因が存在する可能性が高い。

　各段階を最頻値のⅣ段階とその前後の時期とに大別

しⅠ段階～Ⅲ段階を前期、Ⅳ段階を中期、Ⅴ段階～Ⅶ

段階を後期とすると、前期から後期にかけて出土軒数

が漸減し、後期は前期の半数にまで減少する。この分

布状況は、ジョッキ形土器の個体数における時期分布

と同じである。

　各住居からの出土個体数は最大 3 個体であり、

ジョッキ形土器が特定遺構に集中して出土しているわ

けではないことを示している。

　以上からは、Ⅰ段階からⅦ段階までの全時期をつう

じてジョッキ形土器が存在し、かつ、時期を経るごと

に出現比率が低下すること、また、特定住居址への集

積が認められないことが指摘できる。

環壕（SV）

　二子塚遺跡には条溝が 1条存在するが、条溝から

の出土土器の資料化は不十分な状況である。このため、

時期別の検討を行うことが困難であり、出土地点によ

分類 時期 合計法量 底部 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

小
平底 1 1 1 3
丸底 1 1

中

上底 1 1 2 4
平底 1 1 1 3
丸底 1 1 2
不明 2 2 1 5

大

上底 2 2 1 5
平底 1 2 3
丸底 1 1 1 3
不明 1 2 3

不明

上底 0
平底 1 1 2
丸底 1 1 2
不明 1 1 2 3 2 9

合計 8 6 6 16 3 4 2 45

表９　ジョッキ形土器Ⅰ a 類の時期的分布
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る出土量の比較に止めざるを得ない。なお、条溝の発

掘単位については、免田式土器の項目を参照されたい。

　ジョッキ形土器の出土量は、発掘単位あたりでは

21 列と G行が各 8個体と最も多く、次いで 22 列が

6個体である。連接する 2発掘単位あたりでは、21

列から 22 列までが 14 個体と最も多い。ジョッキ形

土器が多量に出土した発掘単位が連接する例は、この

地点以外には認められない。発掘単位あたりで最も出

土量が少ないのは、2列、19列、20列、23列、24列、

25列、H行、I 行、L行であり、いずれもジョッキ形

土器を出土していない。これらジョッキ形土器を出土

しない地点は、集落の入り口、条溝の直角屈折部（H行、

I 行）に該当する。

　したがって、ジョッキ形土器は、条溝内の 1地点（21

列～ 22列）に集積すること、条溝内では断続的な分

布を示すが、集落の入り口、条溝の直角屈折部には分

布しないことを指摘することができる。

集落

　以上から集落内におけるジョッキ形土器の出土状況

をまとめると、以下のとおりとなる。なお、ジョッキ

形土器が出土した遺構は住居と条溝に限られ、墓葬等、

他の遺構からは出土していない。

　第 1は、ジョッキ形土器の出土状況においては、

住居と条溝とは関連しないことである。ジョッキ形土

器の条溝内の分布密度と、その周辺の住居における出

土量とはまったく関連性が認められないため、住居か

ら条溝への流入、条溝から住居への流入、住居から直

近の条溝（部分）への廃棄等、遺構間にまたがった遺

物の移動は出土状況からは看取し得ない。したがって、

ジョッキ形土器は、遺構の種別に応じた廃棄の契機を

考える必要がある。

　第 2は、ジョッキ形土器を出土した住居が、集落

内の道路の縁辺部に列状に分布することである。集

落内には入り口から南西方向に遺構の空白地帯が連続

し、これを道路として理解している。そして、この道

路の南北にジョッキ形土器を出土した住居址が並んで

いる。道路の南側は少なく、北側に多く分布する特徴

は、集落の中心部が道路の北側に位置することによる

のであろう。

4　ジョッキ形土器の構造

　二子塚遺跡におけるジョッキ形土器は、全時期に分

布するものの、いくつかの類型が中途消滅し、出土数

も減少すること、時期を経るごとに出現比率が低下す

ることを述べた。このことはジョッキ形土器の消長

を表し、二子塚遺跡のⅣ段階を最盛期として、以後、

ジョッキ形土器が漸減し、Ⅶ段階以後、それもⅦ段階

に近い時期に消滅することを示唆している。

　このことは、従来のジョッキ形土器の年代観に若干

の疑義を挟む結果である。少なくとも二子塚遺跡にお

いて、ジョッキ形土器は弥生時代後期前半には成立し、

弥生時代後期後半に消滅する様相を呈しており、既往

の年代観より早く成立し消滅する可能性が高い。

　次に、ジョッキ形土器の集落における分布状態につ

いてジョッキ形土器は集落内道路の縁辺部に列状に分

布することを述べた。これは既往調査では判明してい

なかった事項である。集落の形状別分類では、家屋が

道路に沿って列状に分布している例を路村と規定し、

開拓地等にみられるものとしている。二子塚遺跡は環

壕集落であるが、ジョッキ形土器を出土した住居址は、

時期 出土軒数 総軒数 比率 個体数
Ⅰ 5 14 36% 8
Ⅱ 5 20 25% 6
Ⅲ 4 28 14% 7
Ⅳ 10 55 18% 18
Ⅴ 3 17 18% 3
Ⅵ 2 27 7% 4
Ⅶ 2 7 29% 2
合計 31 168 18% 48

表 10　ジョッキ形土器出土住居址の時期的分布

地点 個数 地点 個数
1b 1 8b 2
2a 1 9a 4
2b 2 10b 8
3a 3 11a 6
3b 3 13a 1
4a 1 13b 8
5a 4 15a 1
5b 1 15b 1

合計 47

表 11　ジョッキ形土器の出土地点一覧（SV）
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この環壕集落内において路村の形状を示している。

　ジョッキ形土器は菊池川流域を中心とした熊本県北

部を主な分布地域とし、二子塚遺跡は分布の南限に位

置していること、二子塚遺跡におけるジョッキ形土器

の出土数及び出土軒数が少ないことから、ジョッキ形

土器は二子塚遺跡内における一般の土器組成から除外

された土器形式と考えることができる。また、道路と

の関連性が高いことからは、集落外との関連におい

て二子塚遺跡に存在した土器形式と考えることができ

る。このことと土器を出土した住居址が路村の形状を

示すことから、二子塚遺跡におけるジョッキ形土器は、

移入、それも集落外からの開拓的動機を帯びた類の移

入土器であると推論する。
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図 330　ジョッキ形土器分布状況 ( 二子塚遺跡 )
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11-5　二子塚遺跡の鉄器生産遺構と遺物
　二子塚遺跡では、住居址と同様の竪穴遺構に鉄器生産の痕跡を残す遺構が 4 軒検出さ

れた。このうち SB153 と SB256 の 2 軒は調査時に鍛冶遺構と認定できたため綿密な発掘

調査を行い、その結果、豊富な情報を得ることができた。この 2 軒の調査とその成果は、

既に公表された報告や論考において概略を記載している。この他、調査終了後、発掘所

見と出土遺物の検討から鍛冶遺構であると認定した 2 軒がある。それは SB121 と SB262

であり、先述の 2 軒の調査以前に完掘されていた遺構であった。ついては本節において

「二子塚遺跡における鍛冶遺構が SB153 と SB256 の 2 軒」という記述を改め、SB153、

SB256 に SB121、SB262 を加えた 4 軒を鍛冶遺構とし、調査主体の最終報告とする。

　なお、調査方法の精粗に因って SB153、SB256 の調査と SB121、SB262 の調査とでは

自ずと獲得された情報量が異なっている。本節では、まず、前者の調査法とその成果を述

べ、続けて後者の報告を行うこととする。

したところ、特に、遺構中央部付近で棒状や粒状を呈

する微細な鉄片が多数磁着することを確認した。その

後、焼土、木炭粒の広がりから当該範囲の直下に鍛冶

炉があると想定し、その付近に原点をおいた 50cm の

グリッドを遺構全体に設定し、事後の掘削作業を行っ

た。

　掘削に際して出土した遺物は、可視のものは 1 点

ずつドットを落としながら取り上げた。さらに、微小

遺物の存在を磁着テストで確認していたので、掘りあ

げた土はグリッド毎に水を使ったパニングまたは 2㎜

1　SB153、SB256 の調査方法とその成果

1-1 調査方法

　過去の調査事例等を事前に調査、集成した結果、熊

本県内の弥生時代後期の環壕集落では、集落縁辺部に

おいて鍛冶遺構が検出される例が多いということが判

明した。この認識のもと条溝近辺の発掘調査に臨んだ。

　条溝に近い SB153、SB256 は、掘り下げる過程で

「微少な鉄片が移植ゴテに頻繁にあたる。」という作業

員からの報告を受けた。そこで、遺構埋土の最下層上

面あたりで磁石による鉄の有無をテスト（磁着テスト）

図 331　鍛冶遺構の位置 ( 二子塚遺跡 )
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図 332　鍛冶遺構実測図 (SB153)

メッシュの篩を使用したスクリーニングを実施し、微

小鉄製品を回収していった。

　この鍛冶遺構の発掘調査は、降霜や降雪が起きる冬

期にも及んだ。発掘中の竪穴住居址は、1 枚のビニー

ルシートをかけた程度では覆土、壁面及び床面が凍結

し、その影響を受けた遺物の上下左右の移動が至極簡

単に生じた。したがって、このように微小遺物の多い

鍛冶遺構では作業終了時に竪穴内に支柱を立て、空間

を確保した後、シートで厳重に覆い、寒冷期に起こる

撹乱の影響を防いだ。

1-2　SB153 の調査成果

1-2-1　出土遺構

　SB153 は E11grid に位置し、条溝のクランク部に

正対して、その内側約 12m に位置している。SB154

の北辺を切るように竪穴が掘られたことは、鍛冶炉

付近から薄く広がる木炭や焼土の微細粒が SB154 の

北半にまで及んでいることから明白となった。しか

し、これは床面付近で確認したことであり、切り合い

関係を十分に認知せぬまま床面近くまで掘り下げてし

まった。したがって、SB153 の南辺及び東南隅の部

分の位置は推測の限りを出ない。その推測値を含めて、

SB153 は東西 4.7m、南北 4.7m を測る。主柱穴は 2

本で、床面中央よりやや西側に偏って鍛冶炉が設けら

れている。鍛冶炉は、まず土坑が掘削され、その内部

に焼土と木炭混じりの土が互層構造をもって床面の高

さ付近まで充填され、その上面がわずかに皿状に掘り

くぼめられて炉底とされていた。その掘り方の平面形

は瓢箪型を呈し、全長 1.3m、最大幅 0.8m で、深さ

は 0.3m である。その底部はほぼ平坦であり、西端は

直径 0.3m の円形をなして 0.4m の深さとなっている。

炉床は床面より約 8cm ほどの深さで、ごく浅く、そ

の内部には小指大ほどの木炭ブロックをわずかに含む

粉炭が堆積していた。粉炭層を除去すると、炉底が現

れ、炉の東端付近が直径 20cm 程度の円形にわずか

に被熱して橙色化していた。この部分に送風管の先端

がおよんでいたものと推測されるが、直接鍛冶の火に

接触していたような変色ではない。したがって、先述

の粉炭層は、炉底に敷かれて木炭床の役割を果たして

いたものと判断した。

1-2-2　遺物出土状況

　遺物は、わずかな土器、石器を除くと、鉄製品が大

量に出土した。石器には石鎚、金床石、砥石がある。

鉄製品としては少量の製品が含まれているが、圧倒的

に多いのは製品というにはほど遠い、多様な大きさと

形状を呈する鉄の破片であった。後述するように、鍛

冶遺構の床面に遺棄された鉄片にはおおよそ鉄鏃程度

の大きさをもつ A 類鉄片と、時には米粒程度の大き

さを呈する微少な B 類鉄片とが存在する。A 類鉄片に

は鉄板の裁断片が多く含まれている。これに対し、B

類鉄片はその生成過程に不明な点が多く、その大きさ

から鍛打される鉄の表面から飛散した可能性がある。

　SB153 の調査では床面に 50cm グリッドを設け、

西から東に A ～ J まで、北から南へ 1 ～ 8 までの計

80 グリッドに区画し、鉄片類の分布を検討した。A

類鉄片は鍛冶炉底の橙色に変化した被熱面に接触す

るように、その南側の E5、E6、F5、F6 の 1m 四方

では A 類鉄片の全出土数の 41％にあたる 65 点の鉄

片が出土した。また、その 1m 四方の西に接する C5、

C6、D5、D6 の出土点数を加えると 83 点で、52％を

占める。一方、B 類鉄片も被熱面に重なるように E5
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図 333　鍛冶遺構の鉄片分布状況 (SB153)

で最多の 53 点、その南の E6 で 48 点が出土し、F5、

F6 を加えた 1m 四方の総計は 150 点、総数 383 点の

39％を占める。A 類鉄片の分布とやや異なるのはそ

の 1m 四方の西（D5 ～ D7）、南（E7、F8）へも大き

な分布域が形成されている点である。鍛冶炉の南側に

形成されたその 1.5m 四方の範囲で、301 点、79％

が集中していることとなる。

　鉄素材を鍛打したり、鉄板を鏨で切断する作業を想

定した場合、その断片が鍛冶炉を越えて大量に飛散す

る状況は想定しがたいので、炉内被熱面から南側の

E5、E6 付近に作業台である鉄床石が設置され、鍛打、

裁断作業が行われたものと想定される。

　ただし、床面検出時、鉄床石に相当する石器は検出

されておらず、作業後、移動されたものと考えられる。

　鍛冶炉から南の方へ焼土粒と木炭粒が薄く広がって

おり、より濃い分布域が鍛冶炉東端から東方向へ舌状

を呈して形成されていた。これらは操業後におこなわ

れた清掃等の活動の痕跡である可能性が考えられる。

1-3　SB256 の調査成果

1-3-1　出土遺構

　SB256 は E21grid に位置し、条溝から約 15m 内

側に位置している。SB257 の西辺をわずかに切って

いる。東西 4.9m、南北 5.6m を測る。主柱穴は 4 本

で、床面中央よりわずかに西側に鍛冶炉が設けられて

いる。鍛冶炉は広い略円形の一部が東側にわずかに突

出する平面形であり、瓢箪形を呈する。長軸が東西で

2.9m、最大幅 1.3m、東側突出部の幅が 0.4m である。

最深部は床面から約 16cm の深さであり、皿状に掘

りくぼめられている。炉内には覆土と考えられる橙色

の焼土ブロックを含む赤褐色土層があり、それを除去

すると 1cm にも及ばない黒褐色の層が現れた。本層

は木炭粒を大量に含み、わずかに焼土粒が認められる。

西半部では、その黒褐色土層を除去すると、南側の肩

口で長軸 40cm、短軸 30cm の楕円形に広がる橙色を

呈する焼土が検出された。この焼土は炉底部分が強く

焼けてできたもので、楕円形のほぼ中心部がもっとも

強く焼け、その深さは 8cm に達する。焼土面は炉の

掘り方の傾斜に沿うように形成されているために、自

ずと傾いているが、操業中は平坦な炉床が木炭によっ
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図 334　鍛冶遺構実測図 (SB256)

て造られていたと推測され、その一部が炉底直上の黒

褐色土層であると考えられる。つまり、炉内部に木炭

が一定の厚さに敷き詰められて炉床となり、最もよく

焼けた焼土範囲の中心部に向かって送風が行われたと

想定される。

　鍛冶炉のわずか 20cm 北側には、その長軸に直行

するように略長方形の土坑が検出された。長さ 0.8m、

幅 0.6m で、その一部南東端からさらに南へ幅 0.3m

の溝が 0.4m ほど伸びている。土坑の深さは約 10cm

で、溝は南にいくほど深さを減じ、その南端で 4cm

程度となっている。この土坑に対していくつかの機能

が想定されるが、炉内の焼土面のあり方から送風施設

に関わる機能は消去できる。後述するように鉄片類の

濃密な分布域がこの土坑の一部と重なるので、鍛打に

関わる工人がこの土坑のどこかに座していた可能性は

高い。ただし、これだけの面積は必要ないので、土坑

の厳密な性格規定は困難である。

1-3-2　遺物出土状況

　遺物はわずかな土器片、石器を除くと、鉄製品が大

量に出土した。石器には石鎚、金床石、砥石がある。

鉄製品としては少量の製品が含まれているが、圧倒的

に多いのは製品というにはほど遠い、多様な大きさと

形状を呈する鉄の破片であった。SB153 と同様、鍛

冶遺構の床面に遺棄された鉄片は、おおよそ鉄鏃程度

の大きさをもつ A 類鉄片と微小な B 類鉄片とに大別

することができる。

　SB256 では床面に 50cm グリッドを設け、西から

東に A ～ I まで、北から南へ 1 ～ 10 までの計 90 グ

リッドに区画し、鉄片類の分布を検討した。A 類鉄片

は 371 点、B 類鉄片は 624 点、総数 995 点にのぼる。

鉄片は両類ともに、鍛冶炉底の橙色に変化した被熱面

とは反対側に分布のピークがあり、一部土坑内に落ち

込んでいる。A 類鉄片は D6 の 75 点が最多で、それ

に隣接するように E5 で 49 点、E6 で 45 点、D5 で

33 点を数え、この 4 グリッドで囲まれる 1m 四方で、

A 類鉄片総数の 54％が集中している。一方、B 類鉄

片は A 類鉄片よりやや西側に分布のピークがあり、

C5 の 99 点が最多で、D5 が 97 点、E5 が 47 点、D6

が 78 点となる。この 4 グリッドの総数は全 B 類鉄片

総数の約 51％を占める。

　鉄片が送風施設が据えられたと推定される部分に少

なく、その対面に多く出土するという傾向は、鍛冶作

業中の鉄片の生成状況を反映していると考えられ、作

業後の状態があまり撹乱されることなく遺棄されてい

ると見てよい。C5、D5 の平坦面に鉄床石が据えられ、

鍛打作業が行われたものと推測される。

　鍛冶炉の周囲では、わずかながら焼土粒と木炭粒

が薄く広がっていた。ただし、SB153 ほどではなく、

炉の西側に約 20cm 幅で同心円状に広がる程度であっ

た。SB153 で想定した操業後の清掃等の痕跡は顕著

ではない。
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2　SB121、SB262 の調査方法とその成果

2-1 調査方法

　SB121、SB262 の発掘方法は、他の一般住居址と

同様である。遺構の平面プランの確認の後、切合関係

に従い（SB121）、上層から掘削していった。

　しかし、発掘調査時は鍛冶遺構との認識をもってい

なかったため、遺構内小グリッドは設定せず、磁着テ

スト、微小遺物のドット落とし、パニング、スクリー

ニング等は実施していない。

2-2　SB121 の調査成果

2-2-1　出土遺構

　SB121 は O5grid に位置し、SB122 の大半を切り、

その南東隅を SB120 によって切られている。条溝の

近辺に位置するか否かは確認することができないが、

調査範囲の西端部に位置し、二子塚遺跡の縁辺部に在

ることは確実である。主軸を北西に採り、東西 3.8m、

南北 5.2m を測る。主柱穴は 4 本で、南西隅柱穴の北

東部に、長軸 0.56m、短軸 0.45m の楕円形を呈した

状態で焼土が検出されている。炉は確認されていない

ため、この焼土範囲が炉跡であり、地床炉に分類する

ことができると考えている。

2-2-2　遺物出土状況

　遺物は床面全体に鉄片を含んだ状態で土器片、石器

類が散在していた。出土鉄器は鏨を含む 5 点であった。

2-3　SB262 の調査成果

2-3-1　出土遺構

　SB262 は H27grid に位置し、条溝が直角に屈折す

る部分に近く、条溝から約 8m 内側に位置している。

概ね 10m の範囲に他の住居址はなく、二子塚遺跡で

最も東に位置する住居址である。東西 4.90m、南北

4.80m を測り、主柱穴は 4 本で、床面中央部よりや

や北側に皿状に掘りくぼめられた平面が瓢箪形の炉が

ある。炉の長軸は 1.3m、最大幅は 0.8m である。

2-3-2　遺物出土状況

　遺物の出土量は少なく、数点の鉄製品を含んでいた。

図 335　鍛冶遺構の鉄片分布状況 (SB256)
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図 336　鍛冶遺構実測図 (SB121,262)

図 337　鍛冶遺構出土鉄製品実測図 (SB121,262)

3　鉄器生産関連遺物

　鍛冶遺構より出土した遺物には土器、石器、木炭、

鉄製品がある。土器は、一般の竪穴住居に比較すると

極端に少ない。石器は、川原石を素材とした礫石器を

中心に組成する。木炭は、炉底を構成する要素である

とともに燃料でもあるが、微小片状態で検出されてい

るため、いずれに用いられたものか判明しない。最も

出土量が多い鉄製遺物は、製品・未製品、鍛冶具（鏨）、

鉄片（A 類鉄片）、微小鉄片（B 類鉄片）、鉄滓に分類

することができる。

　鍛冶遺構 4 軒より出土した鉄製品は、綿密な調査

を 実 施 し た SB153、SB256 と SB121、SB262 と で

は自ずと情報の量と質が異なる。SB153 では製品・

未 製 品 30 点、 鉄 片 157 点、 微 小 鉄 片 384 点 が、

SB256 では製品・未製品 24 点、鍛冶具 2 点、鉄片

371 点、微小鉄片 624 点、鉄滓 1 点が検出された。

一方、SB121 では製品・未製品 2 点、鍛冶具 1 点、

鉄片 2 点、SB262 では鉄片 1 点が出土している。

　以下において、鉄製品、石器、土器の順で鍛冶遺

構出土遺物について述べる。なお、SB153 の鉄製品

は、出土直後の遺物保存の初動措置が十分に執り得

なかったため、図化困難なものが極めて多い。SB153

と SB256 の鍛冶遺構出土遺物は類似しているため、

今回は SB256 出土資料のみを図示するにとどめたい。

また、SB256 に隣接する SB251、SB255、SB257 か

らも鍛冶遺構から出土した鉄製品に類似した資料が出

土しており、ここで説明を加えたい。

3-1　鉄製品

3-1-1　製品・未製品

　器種の認定が可能であり、製品と判断し得る資料も

あるが、非対称形であったり、わずかに歪んでいるこ

とから微調整の必要な未製品と評価しうる資料もあ

る。したがって、製品と未製品を分離せずに報告する。

　SB256（ 図 338） で は、 無 茎 五 角 形 鏃（4264、

4265）、無茎三角形鏃（4266）、有茎柳葉鏃（4267）、

刀子（4276）が器種の認定が可能な資料である。棒

状鉄製品（4270 ～ 4275）は先端が尖っており、錐

や針のような穿孔具であろう。4268 と 4269 は一

般の住居出土資料には類例を見いだすことはできな

いが、小型の有茎鏃か、あるいはその未製品と考え

ておきたい。4268 は小型尖端工具とも評価できよ

う。4277 は鎌の鋒形を呈するが、刃は認められない。

4278 ～ 4281 は長条形鉄板の一部が細く鍛延されて
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図 338　鍛冶遺構出土鉄器実測図 (SB256)

図 339　鍛冶関連鉄製品実測図 (SV)

おり、尖端工具の製作過程にある鉄片の可能性がある。

4286、4287 は刃部を備えており、刀子に類しており、

とくに後者は鋒が鋭く、端部を切断して鋒を形成する

という技術を示している。このほか 4272 ～ 4285 も

整形の痕跡が認められる鉄片である。

　SB121（図 337）では、刀子状を呈する鉄製品が 2

点出土している。4403 は平面形がやや湾曲しており、

端部は四角に収められている。4404 は基部が丸く収

まっている。いずれも住居出土品とは異なっている。

　4428 は、袋状鉄斧の袋端部に見られるような折り

返し部を有する鉄板である。出土位置は、集落北端を

巡る条溝（SV）の C21grid、SB256 からほぼ真北へ

20 ｍの溝底である。その薄さから、鉄斧を目的とし

て加工された鉄板ではないため、折り返し部をもつよ

うな他の器種を想定する必要性を示している。併せて、

調査時には出土地点一帯から複数の鉄板が確認されて

いることから、SB256 の廃棄物が条溝内に廃棄され

た事象も想定しておく必要があろう。

3-1-2　鍛冶具（鏨）

　SB256 よ り 2 点（4261、4262）、SB121 よ り 1

点（4263）の計 3 点出土している（図 340）。いず

れも先端部を欠損している。4261 は頭部がややつぶ

れ、身の中位に最大の厚みをもつ。現存長 4.0cm、幅

1.5cm、厚み 0.8cm（最大値）を測る。4262、4263

は 4261 に比べて厚みがあり、頭部から刃部にかけて

薄くなる。頭部につぶれは認められない。4262 は現

存長 4.1cm、幅 1.5cm、厚み 1.0cm（最大値）、4263

は現存長 3.5cm、幅 1.1cm、厚み 0.9cm（最大値）

である。

3-1-3　鉄片（A 類鉄片）

　A 類鉄片は、三角形、叉状、棒状、長条形、塊状、

不整形等、多様なその形状を呈する。

　SB153 より出土した A 類鉄片は、三角形 42 点、

叉状 18 点、棒状 22 点、長条形 18 点、塊状 57 点、

不整形 0 点で、SB256 では三角形 68 点、叉状 48 点、

棒状 55 点、長条形 38 点、塊状 28 点、不整形 134

点である。

　三角形鉄片（図 341）は、素材の鉄板を製品化す

る段階で裁断される際に生ずる端切れである。各辺

は直線を呈するものが多いが、やや曲線状を呈する

例もある。4288 が底辺 0.4cm、高さ 0.8cm で最小、

4331 が底辺 2.2cm、高さ 3.2cm で最大である。小

型の鉄片は、摘鎌の折り返し部端部や小型鉄鏃の鋒を
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図 341　鍛冶遺構出土鉄製品実測図 (SB256)

図 340　鍛冶遺構出土鉄器実測図 (SB121,256)

鏨切りで成形する際に生じたものであろう。大型の鉄

片は、袋状鉄斧や方形板鋤先の折り返し部端部の成形

に伴うものである可能性もあるが、形状は多様であ

り、その生成過程をすべて評価することは困難である。

4401 は SB121 より出土した三角形鉄片である。また、

4405 は SB262 より出土した。三角形鉄片が生成さ

れる過程を示す資料であり、鏨痕が素材に残されてお

り、注目される資料である（図 337）。

　叉状鉄片（図 342）は、凹基の無茎鉄鏃に類似す

る鉄片である。左右非対称であったり、平面形の軸が

斜行していたり、横断面形が湾曲している例がある。

鉄鏃や鉇のような鋒部をもつ鉄鏃を製作する際に生ず

る鉄片であると想定されるが、遺跡で発見されている

各器種と比較しても一致する資料は見られない。最小

は 4334 で全長 1.1cm、幅 1.2cm、最大は 4348 で全

長 2.9cm、幅 3.2cm を測る。

　棒状鉄片は、別項で報告している棒状鉄器に類する

資料が多く、穿孔具の一部、あるいはその未製品であ

る可能性が高い。

　長条形鉄片は、各辺が直線を呈する資料もあるが、

やや非対称の資料も多い。

　塊状鉄片は、全長・幅に対する厚みが厚い鉄片を称

しているが、錆ぶくれした資料も含まれており、不明

な部分が多い。

　不整形鉄片は、平面形のみならず、立体的にも多様

な形態を呈する資料を称する。塊状鉄片と同様、錆
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図 343　鍛冶遺構出土鉄製品実測図 (SB256)

図 342　鍛冶遺構出土鉄製品実測図 (SB256)

ぶくれした資料も含まれており、不明な部分が多い。

SB256 より出土した 4356 は、不整形鉄片と評価し

た資料である（図 343）。大小の鉄片が高熱を受けて

融着しており、その表面は波打っている。不整形の小

孔が認められるが、これは半熔融状態の鉄が当該部分

を避けて熔着したために生じた小孔である。鉄板を熔

着できるほどに炉が高温になっていることを示してお

り、鉄滓とともに二子塚遺跡における鍛冶技術の一端

を示す重要な資料である。

3-1-4　微小鉄片（B 類鉄片）

　小型の無茎鉄鏃等よりさらに小型で、他の鉄製品の

破片や錆片ではなく、それ自身が完結した鉄製遺物を

微小鉄片（B 類鉄片）として総称する。SB153 より

384 点、SB256 より 624 点の微小鉄片が出土した。

　B 類鉄片は、棒状、球状、剥片状、不整形、その

他といった類型に分けられる。SB153 ではそれぞれ

120 点、58 点、27 点、66 点、133 点、SB256 では

252 点、108 点、85 点、68 点、111 点検出されている。

　最も出土数の多い棒状品は、厳密にみると水滴形、

針先形、俵形、棒形等、多様に表現できる。水滴形、

針先形は一方の末端が尖っているものを指し、B 類

鉄片の中で最も多い（4357 ～ 4376）。その多くが

長さ 0.7 ～ 2.0㎝の範囲に集中する。ただし、4367、

4370、4373、4375 等、長さ 2.0㎝以上の例は、錐

や針の可能性をもった棒状鉄器（小型品）との分別し

難く、また、2.0㎝未満の例にもその可能性がある例

が含まれている可能性がある。4363、4365、4371、

4376 には、やや湾曲し、軸に沿って細い筋が観察で

きるが、これは流動痕跡である。4372 は、その両端

が丸く中位が細い棒状の鉄片であり、2 個の粒状部分

が熔結したものと推測される。

　球状品は、卵形、饅頭形を呈し、完全な球形品はほ

とんどない（4377 ～ 4386）。平面形の直径（短軸）

は 0.2 ～ 0.9㎝の範囲におさまる。

　剥片状品は、角を有する不整形を呈する平面形

であり、その厚みは 0.08 ～ 0.3㎝である（4387 ～

4396）。

　B 類鉄片は、その表面に赤錆を纏う例が大多数を占

めるが、黒色または黒灰色を呈し、表面に赤錆のない

例も少なくない。破面観察が可能な例に拠れば、その

芯は黒銹状であり、決して他の鉄製品の破片ではない。

特に球状、剥片状の B 類鉄片は、古墳時代前期以降

の鍛冶遺構で検出される鍛造剥片や粒状滓と形態や大

きさが類似することが指摘できる。しかしながら、B

類鉄片は所謂滓ではなく、鍛造剥片や粒状滓に伴う表

面の滑沢面、内部のポーラス（多孔質構造）等が観察

されない。また、大きさの上でも鍛造剥片や粒状滓よ

りやや大きい。大澤正己氏の B 類鉄片の金属学的分

析結果（「11-7 二子塚遺跡出土鉄器及び鍛冶関連遺物

の金属学的調査」）を参照してもその生成過程は不明

であり、今後さらなる検討が必要である。炉内で鉄塊

が被熱する際、その表面から滴下し、あるいは鍛打時

に表面から剥落する状況を基本的解釈としながら、新
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図 344　鍛冶遺構出土鉄製品実測図 (SB256)

たな分析法を待って、さらなる検討を行いたい。

3-1-5　鉄滓

　鉄滓は 4 点出土し、いずれも鍛冶滓であることが

肉眼で判断できた。4397 は鍛冶遺構 SB256 出土の

鉄滓であり、鍛冶炉の周辺より出土した。形態は柱

状であり、表面はポーラス（多孔質構造）となり、赤

褐色を呈している。この形状は一般的な埦形滓とは異

なるが、金属学的分析の結果、鍛錬鍛冶滓であり、そ

の内部に鍛造剥片をかみ込んでいることが判明した。

全長 5.7㎝、幅 3.0㎝、厚さ 2.4㎝を測る。4398 ～

4400 は、集落北東部を巡る条溝（SV）内のほぼ同一

地点、底部付近より出土した埦形滓である。この出土

地点（H28grid）は SB262 から北へ約 10m の距離に

あり、SB262 で生成された鍛冶滓が条溝内に廃棄さ

れたものと推定できる。いずれも埦形滓であり、その

表面は滑沢を有し、黒灰色を呈して、わずかに気泡の

痕跡が認められる。その側面を観察すると、4398 に

は 1 箇所、4399 には 2 箇所の破断面があり、意図的

に破砕されたものと考えられる。4398 が全長 4.2㎝、

幅 4.5㎝、厚さ 1.5㎝、4399 が全長 4.5㎝、幅 6.3㎝、

厚さ 2.3㎝、4400 が全長 2.8㎝、幅 3.1㎝、厚さ 1.5

㎝を測る。

3-2　石器

　鍛冶遺構より 18 点の石器が出土した。いずれも礫

石器であり、石鎚、鉄床石、砥石に分類される。石鎚

は磨石や敲石に類似し、鉄床石には石皿の転用品も含

まれる。SB256 出土の破片資料（5430 ～ 5433）を

除くと、一般的な敲石や石皿にはみられないような被

熱痕、敲打痕、切削痕、銹の付着といった特徴をもっ

ている。

　石鎚には転用品はなく、専用品として素材選択がな

されたことがうかがわれ、被熱痕の存否で使用法も異

なっていたと考えられる。被熱痕のある石鎚は熱した

鉄素材を直接たたいた鎚であり、被熱痕のない石鎚は

間接的に鉄素材を加工する工程、すなわち鉄板切断の

際に鏨の頭部を叩く行為、または熱の冷めた鉄板を敲

く冷間鍛打に使用されたものと考えられる。

　鉄床石は石皿からの転用品が多く、製作する鉄器、

鍛打方法に合わせて据え置かれ、複数の面が使用され

ている。

　砥石は出土量が少ないことが最大の特徴である。こ

のことは、鍛冶工房における鉄製品の仕上げの程度に

ついて再考を迫っている。研ぎによる刃の整形は､ 日

常の研ぎ直し同様、各住居での活動であったのであろ

う。また、熊本県内の弥生遺跡で頻繁に発見される天

草陶石製の砥石が出土していない点は、鉄器生産の一
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図 345　鍛冶遺構出土鉄滓実測図 (SB256,SV)

工程を担う道具素材の流通が多様であったことを想定

させ、今後検討すべき課題である。

3-2-1　石鎚

　石鎚は 7 点出土した。

　SB153 では 2 点の石鎚が出土したが、いずれも小

型品である。5438 は全長 6.5cm、幅 5.3cm、厚さ 5.0

㎝を測り硬質砂岩製、5439 は全長 6.2cm、幅 5.7cm、

厚さ 4.5㎝を測り硬質砂岩製である。5438 は卵形を

呈し、両端面にわずかな敲打痕を有する。被熱痕はな

い。5439 は饅頭形を呈し、下面は平滑でその中心部

分に被熱痕がある。周縁部には平滑部分が帯状に形成

されており、一部に敲打痕が認められる。

　SB256 では 4 点の石鎚が出土した。5278 は一般的

な磨石と同様の平面形を有するが、上端が厚く、下端

が薄い点で特徴的である。上端に一面、下端に二面の

敲打痕が形成されている。また、広く被熱痕を有し、

一部に錆の付着が認められる。全長10.5cm、幅9.8cm、

上端の厚さ 4.8㎝、下端の厚さ 2.0cm を測り、気泡の

多い火山礫を素材としている。5281 は卵形を呈し、

その両端部にわずかな敲打痕を残す。被熱痕はない。

全長 10.4cm、幅 6.5 cm、厚さ 5.7㎝を測り、安山岩

製である。5279 は両端に敲打痕を有し、両面には磨

り面が形成されている。敲打痕の周囲は淡いピンク色

に変色しており、わずかながら被熱したことを示して

いる。全長 9.0cm、幅 7.5cm、厚さ 5.3㎝を測り、安

山岩製である。5280 は略長方形で薄型の石鎚である。

両端部に敲打痕を有し、全体的に被熱痕が認められ、

錆の付着も著しい。全長 10.8cm、幅 8.2cm、厚さ 3.0

㎝を測り、硬質砂岩製である。

　SB262 では１点の石鎚が出土した。5436 は全長

12.2cm、幅 8.0cm、厚さ 7.3㎝を測り、硬質砂岩製

である。

3-2-2　鉄床石

　鉄床石は、4 点出土した。

　SB256 では 3 点の鉄床石が出土した。いずれも被

熱した破面を有している。これは、作業中に破損した

鉄床石がそのまま継続使用された例とも推測できる

が、5434 には広い円形の敲打面が両面に認められて

おり、破損した石皿が鉄床石に転用される例も想定す

る必要性を示している。なお、破面以外の部分には敲

打痕を有する面が複数あり、鉄床石の立て方を変えな

がら作業面を変えていった様子がうかがえる。また、
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図 346　鍛冶遺構出土石器実測図 (SB153,256)
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図 347　鍛冶遺構出土石器実測図 (SB262)
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図 348　鍛冶遺構出土土器実測図 (SB121,153,256)

5428 には錆が嵌入した部分があり、縁辺には筋状の

細い溝も観察できることから、刃部等の研ぎ（研磨）

にも使用されたものと推測される。同様の溝は 5429

にも認められる。5428 は全長 18.5cm、幅 14.0cm、

厚さ 8.5㎝を測り硬質砂岩製、5434 は全長 18.0cm、

幅 22.0cm、厚さ 11.0㎝を測り硬質砂岩製、5429 は

全長 33.0cm、幅 13.0cm、厚さ 12.5㎝を測り硬質砂

岩製である。

　SB262 から出土した 5437 は、被熱痕等の作業痕

跡があまり顕著ではないため、鉄床石ではなく大型

石皿の破損品の可能性も存在する。全長 28.0cm、幅

9.5cm、厚さ 8.5㎝を測り、硬質砂岩製である。

3-2-3　砥石

　砥石は、3 点出土した。

　SB256 から出土した 5427 は、小型の凝灰岩製砥

石であり、仕上げ研磨用の手持ち砥である。その周縁

部分に細い筋状の溝が認められることから刃部先端部

の仕上げ研磨にも使用されている。全長 4.5cm、幅

3.5cm、厚さ 1.2㎝を測る。

　SB262 より出土した 5435 は大型砥石であり、砂

岩製である。荒砥用の置き砥であるが、両端部の周

縁部には細い筋状の溝が認められており、刃部先端部

の仕上げ研磨にも使用されている。全長 27.5cm、幅

12.5cm、厚さ 8.5㎝である。

　SB153 より出土した 5440 は、表面の中央に狭い

円形の敲打痕が認められる。石皿としては小型であり、

鉄床石としての転用も想定し難い厚みである。わずか

に研磨面や細い条痕が認められることから、砥石とし

て転用された小型石皿と考えたい。全長 14.5cm、幅

10.0cm、厚さ 3.0㎝を測り、砂岩製である。

3-3　土器

　鍛冶遺構から出土した土器の量は、他の遺構と比べ

て極端に少ない。これは、工房である鍛冶場と生活址

とでは土器組成が異なっていたことを示している。以

下、その内容を記述する。

　SB121では4点の土器が出土している。538は壺（壺

A2a）、553 は片口台付鉢である。他の 2 点は中型台

付甕（甕 B1b）である。二子塚遺跡の土器変遷ではⅢ

段階に比定される。

　SB153 で は 4 点 の 土 器 が 出 土 し て い る（750、

403、2107、751）。750 は加飾された長頸壺（壺

C1）、403 は瓢形を呈した小型台付土器である。他の
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図 349　鍛冶関連鉄製品実測図 (SB251,255)

2 点は中型台付甕（甕 B1c）である。二子塚遺跡の土

器変遷ではⅣ段階に比定される

　SB256 からは 2 点の中型台付甕（甕 B1c）が出土

した。二子塚遺跡の土器変遷ではⅤ段階に比定される。

　鍛冶遺構出土土器の組成の特徴は、複数の中型台

付甕が含まれることである。上記 3 例は中型台付甕 2

個体が出土しているが、これらは鍛冶の作業において

は飲料水を湛えていた水甕の役割を果たしたのかも知

れない。他の出土土器には加飾された壺、特殊な小型

台付土器があり、鉢、高坏を欠く等、一般的な住居址

の土器組成とは趣が異なっている。この様に、鍛冶遺

構から出土した土器は特異な組成であり、当該竪穴遺

構が鍛冶作業に特化した鍛冶工房として建造、運用、

廃棄されたことを示している。

3-4　住居址出土の鉄器生産関連遺物

　二子塚遺跡では、住居址から鉄器生産関連遺物が出

土する例を複数確認することができた。これらの例は、

住居址から鉄片が少量出土する例、鍛冶遺構の周辺か

ら一定量の製品・未製品、鉄片が出土する例に分類す

ることができる。前者についてはすでに鉄片類の再利

用として報告した。ここでは後者について説明したい。

3-4-1　鍛冶遺構周辺への遺棄

　 鍛 冶 遺 構 に 隣 接 し た 遺 構 か ら 一 定 量 の 鉄 器 生

産 関 連 遺 物 が 出 土 す る 例 を 確 認 し た。 鍛 冶 遺 構

SB256 の北東に隣接した SB257、南隣に位置する

SB251､ SB255 においても、製品・未製品、鉄片（A

類鉄片）の出土が確認されたのである。

　SB251 では棒状鉄製品（4421、4422）、A 類鉄片

（4416、4417、4419、4420、4423） が 出 土 し た。

4421 は穿孔具または圭頭鏃の未製品、4422 は錐

等の穿孔具である。4416、4417 は三角形鉄片であ

る。4423 は長条形鉄片で刀子茎部片の可能性があり、

4419、4420 は不整形鉄片である。なお、SB255 で

は A 類 鉄 片（4418、4424、4425、4426、4427）

が出土している。4418 は三角形鉄片、4424 は刃部

を有する鉄片、4425 は形のいびつな鉇片、4426 は

刀子茎部片である。4427 は全長 6.4㎝、幅 4.4㎝、

重さ 43.9 ｇの板状鉄製品であり、二子塚遺跡で出

土した板状を呈する鉄製品の中で最も大きい。これ

は製品化される直前段階の素材と解釈できよう。ま

た、SB257 で は 鉄 鏃（4406、4407）、 棒 状 鉄 製 品

（4408、4409）、A 類鉄片（4410 ～ 4415）が出土

した。4406 は無茎五角形鏃、4407 は圭頭鏃である。

4408、4409 は穿孔具またはその一部である。4410、

4411 は三角形鉄片、4412 は叉状鉄片、4413 は刃

部を有する鉄片、4414、4415 は長条形鉄片である。

　上記のとおり、SB251、SB255、SB257 から出土

した鉄製品は、法量、形態とも鍛冶遺構から出土した

同種の鉄器生産関連遺物と同一であり、その組成は鍛

冶遺構における鉄器生産関連遺物が示す組成の範疇に

含まれている。したがって、当該住居址出土の製品・

未製品、鉄片（A 類鉄片）は鍛冶遺構からもたらされ

た鉄器生産関連遺物と判断できよう。

　次に、以上 3 軒の住居址群と鍛冶遺構との位置

的 関 係、 時 間 的 な 前 後 関 係 を 検 討 す る。SB251、

SB255、SB257 は二子塚遺跡の北東部に位置し、条
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図 350　鍛冶関連鉄製品実測図 (SB257)

溝に近接した住居址群である。その北東側には集落入

口が設けられ、道路と考えられる遺構空白地帯にも近

接している。住居址群は互いに接することなく、直径

約 10m の小広場を囲み、直径約 25m の範囲にある

が、この小広場には鍛冶遺構 SB256 が位置している。

SB257 は鍛冶遺構 SB256 の北東に隣接し、SB256

が SB257 を 切 っ て い る。SB251､ SB255 は 鍛 冶 遺

構 SB256 の南隣に位置している。各住居址の時期を

二子塚遺跡の土器変遷に基づいて述べれば、SB251

はⅡ段階､ SB255 は不明､ SB257 はⅡ～Ⅳ段階であ

り、鍛冶遺構 SB256 はⅤ段階（標識遺構）の時期

にあたる。すなわち、鍛冶遺構 SB256 が営まれた

時期には SB251、SB257 は廃絶されており、おそら

く、SB251、SB255、SB257 は土壙様態の窪地と化

していたものと考えられる。なお、SB251、SB255、

SB257 の上記鉄器生産関連遺物は、床面直上ではな

く、住居址埋土の中位に集中して出土しており、当該

住居址の埋没過程において埋土に包含された状況を示

していた。

　以上を取りまとめれば、鍛冶遺構 SB256 の鍛冶

操業に伴う副産物（廃棄物）が、埋没過程にあった

SB251、SB257 に遺棄されたものと解釈できよう。

SB255 は時期不明ではあるが、SB251、SB257 と同

様であったものと推察する。
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11-6　弥生後期集落の成立と展開
　二子塚遺跡は、弥生時代の集落全体を調査した例として大津町西弥護免遺跡に次いで、

2例目の調査である。調査区の限界から集落の南部における住居の様相について詳細な議

論ができない等、些か包括性に欠く部分はあるものの、弥生時代後期の集落像を示すには

十分であろう。

　なお、集落の南側には迫地形とその崖面が控え、東西は迫地形から伸びる支谷で画され

ている。これら南側は集落の背面、東西は側面であり、集落の正面は熊本平野を望む北側

である。このことを前提に、以下、記述を進めていく。

1　甕棺墓の成立

　二子塚遺跡における弥生時代の集団は、甕棺墓の存

在から中期後半に形成されたと考えられる。ただし、

造墓を行った人々は、少なくとも本調査区の中には生

活の痕跡を遺さなかったとみられ、仮に調査区外に集

落を営んだことを想定しても、墓域の規模からみる限

り、その規模は大きくはなかったであろう。二子塚遺

跡から西へ約 1㎞ほど丘陵を下ると、石塚遺跡と呼ば

れる集落址がある。この遺跡は出土した土器から弥生

時代中期後葉から後期初頭に属すると考えられるが、

環壕を備え、甕棺、石蓋土壙墓等からなる墓域と隣接

している。これらのことから二子塚遺跡の甕棺墓域と

その造営集団の集落規模は石塚遺跡には及ぶことのな

い、その衛星的な存在であったと推測される。

2　集落の成立

　次に、二子塚遺跡で集落の造営が始まるのが後期中

葉である。調査区外のため発掘調査はできなかった

が、調査区の西側に現在でも湧水を確認できる地点が

あり、そこには手を入れれば掴めるほど大量の土器片

が含まれていた。この湧水の存在こそ二子塚遺跡の発

掘調査契機になるのであるが、当時においても人々が

生活を営む必須条件となったのであろう。

　しかし、集落形成は甕棺墓の造営時期に直接後続す

るのではなく、後期前葉を空白の時間として介してい

た。二子塚遺跡後期Ⅰ段階の住居は遺跡のほぼ中央部

に建築が始まるが、住居の高密度の集中は遺跡の中央

から南半にかけての地域にあったとみられる。環壕に

はⅠ段階の土器は含まれていない。したがって二子塚

集落は造営開始期には環壕をもたなかったのである。

図 351　弥生時代後期集落と周辺の地形 ( 二子塚遺跡 )
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図 352　弥生時代後期の集落 ( 二子塚遺跡 )
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図 353　二子塚の集落変遷 ( Ⅰ , Ⅱ段階 )
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図 354　二子塚の集落変遷 ( Ⅲ , Ⅳ段階 )
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図 355　二子塚の集落変遷 ( Ⅴ , Ⅵ段階 )
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図 356　二子塚の集落変遷 ( Ⅶ段階 )

そしてⅡ段階には居住域が北へ、東へとやや拡大する

が、この時期に環壕が掘られたとみられる。環壕には

集落への入り口、すなわち掘り残しの陸橋が設けられ

た。その場所は調査区の北東部で、その外側には陸橋

に接するように中期の甕棺墓が既に存在していた。も

し、甕棺墓群が立石、土饅頭等、なんらかの墓標を備

えていたと考えるならば、墓標を両側に見ながら集落

に入ることとなったであろう。このような前代の墓の

存在と環壕集落の入り口の設置との間に関係があった

かどうか、想像の域を超えない。とは言え、積極的に

因果関係があったと認めるならば、先人に対する敬意

や記憶が後期集落の造営に影響を与えていたと考える

ことができるであろう。また全住居址の分布をみると、

この陸橋部分から入ると左手側に広い遺構の空白部分

があり、また南西方向に向けて遺構分布の空白帯が認

められ、その幅は平均して約 20ｍを測る。この空白

帯を当時の道路とみなすことは安易ではあるが、最も

あり得る評価であろう。ただし、この空白帯を集落を

二分する境界と考え、集落展開に関してより複雑な解

釈を与えることも可能である。ここでは、これ以上足

を踏み入れることなく、論の展開に従って解釈を示し

たい。

3　集落の展開

　後期集落はⅢ段階以降、集落北縁の環壕付近まで広

がり、Ⅳ段階に最大規模となる。これより後は、それ

まで環壕以南に万遍なく広がっていた住居址も減少傾

向をみせるようになり、Ⅴ段階には中央から東半部に

偏った分布をみせ、Ⅵ段階には集中域を中央より北西

側に移すようになる。そして最終段階のⅦ段階には住

居数の激減という事態を迎え、土器から明らかにこ

の時期と断定できる住居址は 5軒となる。すなわち、

集落はある段階に急に消滅したのではなく、Ⅴ段階、

Ⅵ段階と住居が減少し分布に偏在する不安定な段階を

経て、集落最小規模のⅦ段階を介して消滅したのであ

る。

　さて、上述のような集落の成立と展開を、遺物や生

産遺構の分布からみてみよう。

　青銅鏡破片が出土した住居址は、SB4、67、86、

148 の 4 軒である。SB67 がⅣ段階に属し、SB86 が

Ⅲ段階以前に属するが、SB4、148 は時期判定ができ

ない。時期が特定できる青銅鏡片は 2個体であるが、

いずれも集落の興隆期に遺棄されていることが判明し

よう。なお、最初期に遺棄された SB86 の青銅鏡破片

は、舶載鏡を素材とした破鏡である。出土青銅鏡破片

の特徴は、その分布にも表れている。SB4、67、86は、
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図 357　鍛冶遺構または青銅鏡が出土した住居址 ( 二子塚遺跡 )

遺構の空白帯に面している。そして、周囲には密接し

ないものの住居が存在し、集落全体の中では、縁辺で

はなく、中央に凝集する位置を占めているのである。

　さて、陸橋から南西に一直線に伸びる遺構の空白地

帯は人為が造りだしたものとして評価できるであろ

う。出土土器や遺構の切合関係からも時期を決定でき

ない住居址が多いため、その人為的に創出された空白

地帯を十分に解釈することはできない。単純に考えれ

ば、これを「道」と評価することができる。しかし、

各段階において必ずしもこの空間が維持されているか

というとそうではない。Ⅰ段階はいまだ環壕がなく、

集落への入り口は前代の墓葬との関係で意識されてい

た可能性はあるが、集落内にあえて道を設置する必要

はない。Ⅱ段階は集落の中心域は楕円形の広場状の空

間となり、道状あるいはベルト状を呈するわけではな

い。そしてⅢ段階、Ⅳ段階と道状の空白地帯が顕著に

浮き彫りとなってくる。

　そう考えるとこの空白地帯を道という解釈に閉じ込

めるのではなく、その解釈の選択肢が他にもあってよ

いのではなかろうか？この二子塚の集落自体、弥生時

代後期中葉に出現する時点で、すでに複数の集団が同

居を開始する。出自を異にする集団が一つの集落空間

に同居する際、この空間の中に二分的な現象が起こる

ということも想定できよう。この集落遺跡を北西住居

集中区－空白地帯－南東住居集中区と表現した場合、

二つの集中区が空白地帯をはさんで向き合っていたの

ではなく、相互に背部を向けていたことも考えられる。

条溝で区画された居住空間の中に、さらに区画がある

という解釈であるが、道という解釈とともに今後も他

の集落遺跡で検討ができればと考える。

　二子塚遺跡で確認された鍛冶遺構は、SB121、

SB153、SB256、SB262の4軒である。SB121がⅢ段階、

SB153 がⅣ段階、SB256 がⅤ段階に属する。集落北

東隅に位置する SB262 は土器の出土もなく、他の遺

428



構との切り合い関係もなく、その時期判定ができない。

ただし、各期の集落様相を考えると、Ⅰ、Ⅱ段階の住

居分布域と SB262 とは離れすぎているように思える。

また決定的な理由とはいえないが、鍛冶遺構がⅢ段階

からⅤ段階にかけて西から東へと遷移していること

も、SB262 の所属時期を示唆している。

　鍛冶工房は各時期において集落の縁辺に営まれた。

縁辺の占地に対しては様々な理由が考えられる。例え

ば、火を使用する工房であるために、火災を起こす可

能性が高く、他の住居への延焼を回避するという目的

もあったであろう。また、二子塚集落が鍛冶工房を保

有していることを、外部に向けてデモンストレーショ

ンしていたのかもしれない。特にⅤ段階の SB256

は集落縁辺でもあるが、先述の遺構の空白帯にも約

10mと接近しており、外部から集落へ足を踏み入れ

るとすぐ右手に鍛冶工房を目にするということにな

る。そうなるとデモンストレーションという目的を読

みとることとなる。

　二子塚の弥生後期集落はその成長期であるⅢ段階に

鍛冶工房を保有するにいたり、鉄器の自給ができるよ

うになった。Ⅰ、Ⅱ段階は必要とする鉄製品がある場

合でも、他の集落における生産品や流通品に依存する

他なかった。しかしⅢ段階以降、集落規模の拡大と維

持期には鍛冶工房を保有し、SB262 をⅥ段階と仮定

することができれば、Ⅰ、Ⅱ、Ⅶ段階という集落が

小規模な段階では、反対に工房を有することができな

かったものと認めざるをえない。

　二子塚遺跡は集落の盛衰と鍛冶工房の保有とに密接

な関係があった。ただし、鍛冶工房を保有することが

集落が次代へ存続するための必須条件ではなかったこ

とも同時に物語っている。

図 358　免田式土器とジョッキ形土器の分布 ( 二子塚遺跡 )
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11-7　�二子塚遺跡出土鉄器及び鍛冶関連遺物の
金属学的調査

大澤正己　

概要

　弥生時代後期後半に属する二子塚遺跡出土の鍛冶関

連遺物を調査して、以下の点が明らかになった。

(1�)　鍛冶原料の鉄素材として幅 4cm×厚さ 2mm程

度（長さは幅の 3倍前後か）の加工の容易な軟質

薄板の流通があった可能性をもつ。この素材は焼な

ましを受けており、簡単にタガネ切り、砥石研磨仕

上げ、火炙り曲げ加工で製品製作に結びつく。具体

的には出土遺物の袋状鉄斧、摘鎌、無茎鏃、有茎鏃

の素材となり得る。さらに、三角鉄片や叉状鉄片は、

上記鉄器製作時の切片と考えられる。

(2�)　上記鉄素材を含めて、鉄製品は鉱石系の低温固体

還元法にもとづく塊煉鉄である。鉄器製作前の鉄素

材の大部分は、鉄中の非金属介在物（FeO＋ CaO・

FeO・2SiO2）からみて、朝鮮半島側に求められよう。
(3�)　出土鉄滓は、鉱石系鉄素材の鉄器製作に際し

て高温沸し鍛接、低温素延べ、火造り作業で排出

された鍛錬鍛冶滓に分類される。鉄滓を出土した

SB256 は、焼土遺構を伴ない、鍛冶工房址の可能

性が高い。ここからは鍛冶作業の「鍛打」を間接的

に証明する粒状滓や鍛造剥片が検出された。この微

細遺物は鉄滓の付着物である。なお、鍛造剥片の鉱

物組成は、加熱酸化物なので、ヘマタイト（Fe2O3）、
マグネタイト（Fe3O4）、ヴスタイト（FeO）など、
鉄（Fe）と酸素（O）の化合物である。

(4�)　上記の加熱酸化物に対して、小鉄片として捉え

られた微細遺物に、剥片、粒状片、米粒状片、雫状

片、釣針状片などがある。何れも銹化鉄のゲーサイ

ト（Goethite：α－ FeO・OH）である。断面は全

体が鬆状に侵されていた。このグループは軟鉄素材

を鏨切りした際の潰し切屑で、これに酸化土砂が纏

り付いた可能性を提示したい。鉄器製作の主体は鏨

切り加工が定常的に行われた事を証明する貴重な遺

物と考えられる。

(5�)　鉄製品としての鉄斧刃は、塊煉鉄由来で 0.05%C と

0.30%C 程度の低炭素鋼の合せ鍛えであった。これは

心金部分の情報であり、銹化消滅した皮金には硬質中・

高炭素鋼の充当は十分に考えられる。これも不明鉄器

と称した板状鉄素材の非金属介在物（灰鉄輝石）や炭

素含有量に近似性があって同一産地が想定できる。

1　いきさつ

　二子塚遺跡は、熊本県上益城郡嘉島町に所在する

弥生時代後期後半の環濠集落である。この遺跡内よ

り鍛冶工房址と目された 2軒の竪穴住居址（SB256、

SB153）が検出された。この遺構からは鍛冶関連遺物

（鉄製品、半成品、鉄片、微小鉄片、タガネ、鉄滓〔SB256

のみ〕、石鎚、鉄床石、砥石）が大量に出土した。そ

こで、この 2遺構を中心に、他遺構出土品も併せて、

当時の鍛冶の実態を把握する目的から金属学的調査を

行った。

2　調査方法

2-1　供試材

　Table1 に示す。鉄斧 2 点、摘鎌 1 点、鉄鏃 5 点、

不明鉄器1点、鉄滓4点、三角鉄片3点、叉状鉄片1点、

小鉄片 11点、合計 28点の調査である。

2-2　調査項目

(1)　肉眼観察

　遺物の外観観察を行い、それをもとに試料採取位置

試料№ 種別 細別 重量 (g) 数量
1 鉄斧 板状鉄斧 70 1
2 鉄斧 袋状鉄斧 13 1
3 摘鎌 外湾刃 35 1
4 鉄鏃 無茎鏃 3 1
5 鉄鏃 無茎鏃 1 1
6 鉄鏃 無茎鏃 3 1
7 鉄鏃 有茎鎌 2 1
8 鉄鏃 有茎鎌 4 1
9 不明鉄器 不整台形状鉄板 29 1
10 鉄滓 椀形鍛冶滓 90 1
11 鉄滓 椀形鍛冶滓 46 1
12 鉄滓 不整五角形 16 1
13 鉄滓 不定形 48 1

14 三角鉄片 不等辺三角形 0.8
0.3 2

15 三角鉄片 二等辺三角形 2 1
16 叉状鉄片 逆 V字形 1.2 1
17 小鉄片 剥片状 ＜ 0.5 3
18 小鉄片 粒状 ＜ 0.5 2
19 小鉄片 米粒状 ＜ 0.5 3
20 小鉄片 雫状 ＜ 0.5 1
21 小鉄片 湾曲 3連状 ＜ 0.5 1
22 小鉄片 釣針状 ＜ 0.5 1

合計 28

Table1　供試材一覧
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を決定する。

(2)　マクロ組織（Macro�Structure）

　顕微鏡埋込み試料の断面全体像を投影機の 5倍、

10倍、もしくは 20倍で撮影する。低倍率の観察は、

組織の分布状態、形状、大きさなど顕微鏡検査よりも

広範囲にわたっての情報が得られる利点がある。

(3)　顕微鏡組織（Microscopic�Structure）

　供試材は、目的とする位置から切り出したものをべ

一クライト樹脂に埋込み、エメリー研磨紙の #150、

#240、#320、#600、#1000 と順を追って研磨し、

最後は被研面をダイヤモンド粒子の 3μと 1μで仕

上げて、光学顕微鏡観察を行う。なお、金属鉄のパー

ライトとフェライト結晶粒は、ナイタル（5%硝酸ア

ルコール溶液）で腐食（Etching）している。

(4)　ビッカース断面硬度

　鉄滓の鉱物組成と、金属鉄の組織同定を目的として、

ビッカース断面硬度計（Vickers�Hardness�Tester）を

用いて硬さの測定を行う。試験は鏡面研磨した試料に

136°の頂角をもったダイヤモンドを押し込み、その

時に生じた窪みの面積をもって、その荷重を除した商

を硬度値としている。試料は顕微鏡用を併用した。

(5)　�CMA（Computer�Aided�X-ray�Micro�Analyzer）

調査

　EPMA（Electron�Probe�Micro�Analyzer） に コ ン

ピューターを内蔵させた新鋭分析機器である。旧式

装置は別名 X線マイクロアナライザーとも呼ばれる。

分析の原理は、真空中で試料面（顕微鏡試料併用）に

電子線を照射し、発生する特性 X線を分光後に画像

化し、定性的な結果を得る。さらに標準試料と X線

強度との対比から元素定量値をコンピューター処理し

てデータ解析を行う方法である。化学分析を行えない

微量試料や鉱物組織の微小域の組織同定が可能であ

る。

(6)　化学組成分析

　供試材の分析は、次の方法で実施した。

　全鉄分（Total�Fe）、金属鉄（Metallic�Fe）、酸化第

1鉄（FeO）：容量法。

　炭素（C）、硫黄（S）：燃焼容量法、燃焼赤外吸収法。

　二酸化珪素（SiO2）、酸化アルミニウム（Al2O3）、
酸化カルシウム（CaO）、酸化マグネシウム（MgO）、

酸化カリウム（K2O）、酸化ナトリウム（Na2O）、酸
化マンガン（MnO）、二酸化チタン（TiO2）、酸化ク
ロム（Cr2O3）、五酸化燐（P2O5）、バナジウム（V）、
銅（Cu）：ICP（Inductively�Coupled�Plasma�Emission�

Spectrometer）法：誘導結合プラズマ発光分光分析

3　調査結果

3-1　試料№ 1：鉄斧刃

(1�)　肉眼観察：両刃板状鉄斧の破損品である。刃幅

3.5cm以上で基部側を欠損する。表裏面の片側の一

部は剥落している。厚み方向の中央部に金属鉄を残

す。

(2�)　マクロ組織：photo.1 の①に示す。該品は基部側

において極低炭素鋼（0.08%C）と低炭素鋼（0.30%C）

の合せ鍛えの可能性が窺える。また、両素材は繰返

し折り曲げの鍛接が行なわれ、その鍛接線を明瞭に

残している。

(3�)　顕微鏡組織：photo.1 ～ 3 に示す。Photo.1 の②

③は鉄中の非金属介在物（鉄鋼中に介在する固形体

の非金属性不純物、つまり鉄やマンガン、珪素およ

び燐などの酸化物、硫化物、珪酸塩などの総称）で

ある。介在物は二種類あって黒色点列状異物は、酸

化防止に赤熱鉄素材の表面に塗布された粘土汁のガ

ラス化したものである。鉄素材製錬時に関係する

介在物は、白色粒状結晶のヴスタイト（Wustite：

FeO）が多量に晶出し、これに淡灰色盤状結晶の灰

鉄輝石が暗黒色ガラス質スラグ中に含まれている。

　�　この種の酸化第 1鉄と灰鉄輝石の共晶夾雑物を

晶出する鉄素材は、低温個体還元法にもとづく塊煉

鉄に分類できる。

　�　Photo.2 の②③は刃先側の組織である。フェライ

ト＋パーライト組織が現われた。また、①は刃先先

端から基部寄りに 5㎜程度入った個所での厚み方向

の横断組織である。中央部は低炭素鋼 (0.3%C) で刃

先側と大差ない。
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　�　Photo.3 の①②は、基部側の横断面組織である。

①はピクラル（ピクリン酸飽和アルコール液）で腐

食した炭化物組織、②はナイタル（5%硝酸アルコー

ル液）で腐食したフェライト結晶粒の粒界線を強調

して現わした組織である。両組織共に上側の約半分

は粗大化したフェライト結晶粒の単独に対して、残

る下側半分は、塊状パーライトと微細球状パーライ

ト（セメンタイト）を析出する。微細球状パーライ

トの拡大組織は Photo.2 の④に示した。靭性（粘さ

と強さ）向上を指向する熱処理模索の鉄器の可能性

も無視出来ない。この 2種類の炭素含有量の異な

る領域の境界は、両者に明確な炭素の拡散層を持た

ないので浸炭処理は否定できる。これらの組織から

みて、該品は成形後 750℃前後に加熱された後の

放冷が推定される。これは鉄器の靭性向上を目的と

した焼なまし処理（Annealing）が施されたことに

なる。

(4�)　ビッカース断面硬度：Photo.1 の④は低炭素域

（0.3%C 前後）、⑤は極低炭素域（0.08%C）の硬

度測定の圧痕を示す。硬度値は、前者がやや硬質

128Hv、後者で軟質の 106Hv であった。両者の炭

素含有量の違いに起因した硬度値の差は出ている

が、鉄斧としての機能する鋭い切れ味を示す硬さで

はない。刃先最表層部は銹化消減したと考えられる。

高炭素焼入れ組織があってもおかしくない造り（貼

り合わせ技術）であった。

(5�)　CMA調査：Photo.16 に鉄中非金属介在物の特性

X線像と定量分析結果を示す。定性分析の特性 X

線像は、分析元素の存在は白色輝点の集中度によっ

て読み分ける。SE（2次電子像）の分析点 1の黒色

点列状介在物は、ガラス質成分（Si+Al+Ca+Mg+K）

に白色輝点が集中し、定量分析値は、12%CaO

－ 38%FeO － 41%SiO2 組 成となる。灰鉄輝石
（hedenbergite:CaO・FeO・2SiO2）の類であろうか。
これには 6%Al2O3 － 3%MgO － 3%K2O の固溶体
がある。

　�　次に SE に分析点の 2 白色粒状結晶は 99%FeO

の定量分析値が得られてヴスタイト（Wustite：

FeO）が同定される。以上の 2 種類の非金属介在

物には、砂鉄特有成分の二酸化チタン（TiO2）や

バナジウム（V）、ジルコニウム（ZrO2）などの含

有はなく、製鉄原料の砂鉄は否定されて鉱石系と

なる。

(6�)　化学組成分析：Table2 に示す。銹化鉄を分析試

料に当てたので酸化物定量である。全鉄分（Total�

Fe）は 60.92%に対して、金属鉄（Metallic�Fe）0.13%、

酸化第 1鉄（FeO）14.26%、銹化鉄主体なので酸化

第 2鉄（Fe2O3）71.07% の割合である。夾雑分と
なるガラス分（SiO2+Al2O3+CaO+MgO+K2O+Na2O）
は 4.72% で、このうちに塩基性成分（CaO+MgO）

は 0.24% と少ない。砂鉄特有成分の二酸化チタン

（TiO2）0.16%、バナジウム（V）0.004% は低下し、
製鉄原料は鉱石系であろう。また、随伴微量元素も

低く酸化マンガン（MnO）0.01%、銅（Cu）0.005%

である。但し、有害元素の五酸化燐（P2O5）0.105%、
硫黄（S）0.264% などはやや高め傾向にある。一方、

鉄中の炭素（C）は、銹化鉄なので有機物含みで信

頼度は低いが、0.26% 留りの低炭素鋼レベルであっ

た。

3-2　試料№ 2：袋状鉄斧

(1�)　肉眼観察：刃部を破損で欠く袋状鉄斧である。

基部は 1.4mm前後の板厚で、これを 7mm程外側

に折り曲げて、基部を二重巻きとした袋部補強対策

の鉄斧である。袋部の折り返し両端の突合せの間隔

が約 3mm程度開く。

(2�)　マクロ組織：Photo.4 の①に示す。供試材は基部

二重巻きの部分である。金属鉄の残存はなく、銹化

鉄となるが折り曲げ加工は実に丁寧に仕上げられて

いる。全体に腐食が激しく、板厚全体を保つ個所は

なく、どこか鬆状に侵食される。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.4 に示す。総て銹化鉄のゲー

サイト（Goethite：α－ FeO・OH）となるが局部

的にフェライト基地に少量のパーライトの痕跡を留

める。④にみられるパーライト（Pearlite：フェラ

イトとセメンタイトが交互に重なり合って構成され

た層状組織）の面積率から含有炭素量を推定すると、

0.05 ～ 0.15% 前後の低炭素鋼である。これは材質

が軟らかく、加熱によって折り曲げ加工も容易であ

る。
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(4�)　CMA 調査：Photo.17 に示す。鉄中の非金属介

在物を調査対象とすべく、広く視野を探したが介在

物は剥落して残存しない。恐らく該品もヴスタイト

を含んだ低温固体還元法にもとづく塊煉鉄の可能性

をもつが、その証拠を捉えることができなかった。

Photo.4 に示すパーライト痕跡組織では 0.15%C 程

度の極軟鋼が想定された。0.05 ～ 0.15% 炭素含有

量は、基部側の数値であって、欠損している刃部側

は、浸炭などの硬質強化対策がとられた可能性は充

分に考えられる。極軟材質の基部 2重巻きが材質

に対する補強対策であろう。

3-3　試料№ 3：摘鎌

(1�)　肉眼観察：細長の長方形鉄片の長辺の一端に刃

を付け、短辺側を両方折り返した摘鎌である。基部

が直線的で外湾刃のタイプである。

(2�)　マクロ組織：Photo.5 の④に示す。金属鉄の残存

はなく、板厚内部は鬆状に侵される。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.5 の①～③に示す。②にみら

れるパーライトの痕跡は、約50μの層状組織であっ

て、炭素含有量も若干高め 0.35% 前後の中炭素鋼が

想定される。材質はやや硬質となる。なお、該品の

鉄中非金属介在物の検出はできなかった。ヴスタイ

ト（FeO）系のものが剥落したのであろうか。

3-4　試料№ 4：無茎鏃

(1�)　肉眼観察：無茎鏃である。基部のえぐりは深く、

ほぼ直角で両端は脚状になる。

(2�)　マクロ組織：Photo.5 の⑤に示す。銹化が激しく

板厚方向の内部は空洞化して金属鉄の残留はまった

く無い。ただし板状の平坦度は優れ、約 1.4mmの

厚みを保持する。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.5 の⑥～⑧に示す。組織は銹

化鉄のゲーサイトであるが、小型鉄器で腐食が厳し

く、鬆となって真面な鉄面を残留する個所はなかっ

た。非金属介在物の剥落跡（紡重状）からみて該品

は低温固体還元法にもとづく塊煉鉄であろう。

(4�)　CMA調査：Photo.18 に示す。鉄中の非金属介在

物は残存しなかった。基地鉄の特性X線を提示した。

二次汚染からきた珪素（Si）分が検出されたのみで

ある。

3-5　試料№ 5：無茎鏃

(1�)　肉眼観察：小型（全長 21mm）の無茎鏃である。

基部のえぐりはやや鈍角状に開くが平面形は前述№

4鏃に近似する。

(2�)　マクロ組織：Photo.6 の①に示す。該品は金属鉄

の残留はなくて、銹化鉄となり断面は 2枚割れを

起し、鬆の多いゲーサイトである。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.6 の④⑤に示す。金属鉄の残

留はなくて、銹化鉄のゲーサイトである。⑤中央は

鉄中非金属介在物のヴスタイトである。淡灰色紡重

状の異物であって、この介在物の存在により低温固

体還元の塊煉鉄由来の製品といえる。

(4�)　CMA 調査：Photo.19 の SE（2 次電子像）に分

析対象とした鉄中非金属介在物を示す。紡重状介在

物は、白色輝点が鉄（Fe）にのみ集中し、その周囲

の茶褐色部分にはガラス質（Si+Al+Ca）が検出され

た。銹化鉄ながら辛うじてヴスタイト（FeO）と、

それを取り囲む珪酸塩系の組成が確認された。該品

も極低炭素鋼で塊煉鉄由来の製品といえる。

3-6　試料№ 6：無茎鏃

(1��)　肉眼観察：身部が長手の無茎鏃である。基部の

えぐりは直角に近い形状をもつ。

(2�)　マクロ組織：Photo.6 の②に示す。断面は銹膨れ

で大きく口を開け、鬆の多いゲーサイトであった。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.6 の⑥に示す。銹化が激しく

てパーライトやフェライト結晶の痕跡を捉えること

ができなかった。また、鉄中非金属介在物も鬆の発

生のため剥落跡も押えられない。⑥の中央に不定形

白色部が検出されたのでメタルの残留の可能性を考

えてナイタルエッチしたが変化がなかった。擬似メ

タルである。いずれにしろ、該品も然したる情報は

得られなかったが塊煉鉄由来の極低炭素鋼が想定さ

れる。

3-7　試料№ 7：有茎鎌

(1�)　肉眼観察：圭頭鏃に分類されて全長 4cm、身幅

10mm前後の小型品である。
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(2�)　マクロ組織：Photo.6 の③に示す。金属鉄はなく

て断面全体が鬆となり、片側に大きく銹膨れを発生

する。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.6 の⑦⑧に示す。金属鉄は残

存しなくて、銹化鉄のゲーサイトである。鉄中の非

金属介在物の大半は剥落した跡で、僅かに茶褐色多

角形結晶を幾つか留める。組成はスピネル（尖晶石）

であろう。基地鉄は局部的に網目状のフェライト結

晶粒界の痕跡が観察できて極低炭素鋼の充当が判明

した。これも塊煉鉄由来の製品であろう。

(4�)　CMA調査：Photo.20 に示す。鉄中の非金属介在

物狙いで SE（2 次電子像）にみられる異物を調査

対象とした。介在物剥落個所に 3の番号をつけた

酸化物は、アルミニウム（Al）とマグネシウム（Mg）

に白色輝点が集中し、定量分析値は 25%MgO －

66%Al2O3 － 9％ FeO 組成が得られた。鉄含みのス
ピネル (Spinel：尖晶石 ) である。

　�　以上の結果から、塊鉄鉱由来の塊煉鉄の裏付けが

とれた。

3-8　試料№ 8：有茎鏃

(1�)　肉眼観察：頭部が尖り圭頭鏃に分類される有茎

鏃である。銹膨れがみられる。

(2�)　マクロ組織：Photo.7 の①に示す。断面の中核部

は空洞化し、残された銹化鉄は鬆を発生する。銹化

の激しい供試材である。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.7 の③に示す。これも金属鉄

は残さず、銹化鉄のゲーサイトとなる。炭化物やフェ

ライト結晶粒の痕跡は認められなかった。ただし側

面の造りは丹精に仕上っている。低炭素鋼クラスが

素材になったと考えられる。

3-9　試料№ 9：不明鉄器

(1�)　肉眼観察：平面は不整台形状の鉄板である。表

裏面に厚く銹膨れを発生し、これが側面にも影響を

及ぼす。幅広短辺側は生きており、幅 4㎝程度の板

状素材破片の可能性をもつ。

(2�)　マクロ組織：Photo.7 の②に示す。該品も銹化鉄

で断面全体に鬆が生じて腐食の進行が激しいもので

ある。肉眼観察では銹膨れが著しく 4mm程度の厚

みにみられたが、マクロ組織の左側に元来の板厚が

読みとれる侵食度の低い断面を残す。これを読むと

2㎜程度の厚みとなる。板状素材は幅 4cm前後で厚

み 2㎜、長さは不明であるが幅の 3倍以上（15cm

前後か？）の板材が想定される。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.7 の④～⑧に示す。④⑤中の

不定形白色部分に黒色点列線が観察できる。鍛打時

の表面酸化防止に塗布された粘土汁由来のガラス質

介在物である。また、鍛接線でもある。一方、不定

形白色部以外の淡灰色基地内には、網目状のフェラ

イト結晶粒界と、パーライト塊の痕跡が認められる。

パーライトの面積率からみて炭素含有量は 0.15%

前後の低炭素鋼である。また、網目状模様には歪の

残留がなく、板状成形後に金属組織の標準化の図

られた熱処理（800 ～ 850℃加熱の焼ならし処理）

が施された可能性をもつ。正に鉄素材としての材質

を備えた板状鉄板である。

(4�)　CMA調査：Photo.21 に黒く点列状に連なった介

在物の特性X線像と定量分析値を示す。白色輝点は、

Si ＋ Al ＋ Ca に集中し、定量分析値は 14％ CaO －

36％ FeO－ 34％ SiO2組成が得られた。さらに7％
Al2O3 － 3％MgO － 3％ K2O の固溶があった。こ
の結果は、前述した№1鉄斧刃の介在物に近似する。

灰鉄輝石（CaO・FeO・2SiO2）系と同定した。両
者の産地は同じ可能性が指摘できる。

(5�)　化学組成分析：Table2 に示す。鉄銹試料なの

で酸化物定量分析を行った。全鉄分（Total�Fe）は

60.25％に対して、金属鉄（Metallic�Fe）0.15％、

酸化第 1鉄（FeO）15.27％、酸化第 2鉄（Fe2O3）
68.96％の割合であった。鉄銹主体の組成なので酸

化第 2 鉄（Fe2O3）が大きくなる。ガラス質成分
（SiO2 ＋ Al2O3 ＋ CaO ＋ MgO ＋ K2O ＋ Na2O）は
5.50％とあまり大きくはないが、大半は鉄銹に付着

した有機物であろう。砂鉄特有成分の二酸化チタン

（TiO2）は 0.13％、バナジウム（V）0.002％は少
なくて鉱石系の原料となろう。他の随伴微量元素も

小さくて、酸化マンガン（MnO）0.02％、銅（Cu）

0.005％、酸化クロム（Cr2O3）0.027％である。なお、
有害元素となる五酸化燐（P2O5）0.133％、硫黄（S）

0.220％はやや高め傾向にある。
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　�　ここで注目されるのは、成分的にみても前述した

№ 1鉄斧刃にほぼ近似した結果が得られたことで

ある。

　�　以上、不明鉄器は、0.2mm厚み× 4.0cm 幅の薄

板状に成形されて、材質は低炭素鋼で内部応力の除

去された焼なまし処理の組織をそなえ、加工の容易

な材質であった。鉄素材の要素の強い性状であった。

さらに№ 1鉄斧刃の鉄中非金属介在物組織が近似

し、かつ、化学組成も大きな差異がない。両者は鉄

生産の産地を同じくするものであろう。

3-10　試料№ 10：鉄滓

(1�)　肉眼観察：鍛冶炉の炉底に堆積形成された椀形

鍛冶滓の破片である。平面は不整台形状で側面の大

部分が破面を呈する。色調は赤褐色を呈し、表面は

やや荒れ肌で木炭痕と気泡を残す。破面は緻密質で

ある。

(2�)　マクロ組織：Photo.11 に示す。断面は 0.2 ～

2.0mm径の気泡を散散させるが、鉱物相は白色粒

状結晶がほぼ全面に均等に晶出する。偏析の少ない

鉄滓である。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.8 の①～⑤に示す。鉱物組

成は、白色粒状組織のヴスタイト（Wustite：FeO）

と淡灰色木ずれ状結晶のファヤライト（Fayalite：

2FeO・SiO2）が暗黒色ガラス質スラグ中に晶出す
る。ヴスタイト粒内には微細析出物のへルシナイト

（Hercynite：FeO・Al2O3）が認められる。該品は
鉄素材の繰返し折り曲げ鍛接の高温作業で排出され

た鍛錬鍛冶滓に分類される。

(4�)　ビッカース断面硬度：Photo.8 の⑤に白色粒状結

晶の硬度測定の圧痕を示す。硬度値は450Hvであっ

た。ヴスタイトの文献硬度値が450～500Hvであっ

て〔日刊工業新聞杜 1968〕、この範疇に収るので

ヴスタイト（FeO）に同定される。

(5�)　CMA 調査：Photo.22 の SE〈2 次電子像〉にみ

られる白色粒状結晶と淡灰色木ずれ状結晶及び基地

の暗黒色ガラス質スラグの特性 X線像を示す。白

色粒状結晶には白色輝点が鉄（Fe）にのみ集中して

ヴスタイト（FeO）が同定される。淡灰色木ずれ状

結晶は、白色輝点が鉄（Fe）と珪素（Si）に集中し、

こちらはファヤライト（2FeO・SiO2）と判明する。

砂鉄特有元素のチタン（Ti）には、殆んど白色輝点

の反応はなくて砂鉄原料は否定される。鉱石由来の

鉄素材の鍛冶加工で派生した滓と想定される。

(6�)　化学組成分析：Table2 に示す。鉄分が多く、

ガラス分の少ない成分系である。全鉄分（Total�

Fe）は 58.57％に対して、金属鉄（Metallic�Fe）

0.51 ％、 酸 化 第 1 鉄 (FeO)54.17 ％、 酸 化 第 2

鉄 (Fe2O3)22.81％の割合である。ガラス質成分
(SiO2 ＋ Al2O3 ＋ CaO ＋ MgO ＋ K2O ＋ Na2O) は
17.65％で、このうちに塩基性成分（CaO+MgO）

を 1.76％を含む。砂鉄特有成分の二酸化チタン

（TiO2）0.39％、バナジウム（V）0.011％は低値で
ある。酸化マンガン（MnO）は 0.08％とこれも少

なく、他の随伴微量元素も押並べて低めであった。

酸化クロム（Cr2O3）0.016％、銅（Cu）0.010％
などである。鉱石系鉄素材の鍛錬鍛冶に際して排出

された滓に分類される。

3-11　試料№ 11：鉄滓

(1�)　肉眼観察：平面が不整六角形を呈する椀形鍛冶

滓である。これも側面は破面となる。表面は灰褐色

で弱い凹凸をもち、小気泡を散在させる。裏面は反

応痕と青灰色炉底粘土を僅かに付着する。緻密質な

滓である。

(2�)　マクロ組織：Photo.11 に示す。断面は 3 ～

4mm径の大気泡を 2点もち、あとは 1mm以下の

小気泡を多発させるが白色粒状鉱物相は密に晶出す

る。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.8 の⑥～⑧に示す。鉱物組成

は、白色粒状結晶のヴスタイト（FeO）が凝集して

晶出する。なお⑥は鍛冶作業中に滓へ落下した鉄塊

の銹化物が認められた。（写真の左側 )、風化されて

組織からの炭素含有量は読みとれなかった。このヴ

スタイトの晶癖も鍛錬鍛冶滓に分類される。

(4�)　化学組成分析：Table2 に示す。鉄分多くガラス

分の少ない成分系で、前述№ 10鉄滓にも近似する。

全鉄分（Total�Fe）は 60.59％に対して、金属鉄

(Metallic�Fe)0.11％、酸化第 1鉄（FeO）52.44％、

酸化第 2 鉄 (Fe2O3)28.19％の割合である。ガラ
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ス質成分 (SiO2 ＋ Al2O3 ＋ CaO ＋ MgO ＋ K2O ＋

Na2O) は 14.92％で、このうちに塩基性成分（CaO
＋MgO）を 1.76％含む。砂鉄特有成分の二酸化チ

タン (TiO2)0.25％、バナジウム（V）0.006％は少
なくて砂鉄原料は否定される。酸化マンガン（MnO）

も 0.005％と低値である。銅（Cu）のみは 0.020％

と若干高めで、№ 10鉄滓の 2倍を含む。これも鉱

石系の鍛錬鍛冶滓の成分系に分類される。

3-12　試料№ 12：鉄滓

(1�)　肉眼観察：平面は不整五角形の滓である。これ

も側面は破面なので本来は椀形鍛冶滓の一部であろ

う。表面は灰黒色に一部赤銹を発し、気泡と木炭痕

を残す。裏面は黒色で平滑状を呈していた。破面は

緻密質である。

(2�)　マクロ組織：Photo.11 に示す。断面は片側に 1

～ 4mm径の気泡を発生するが比較的に緻密質であ

る。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.9 の①～③に示す。鉱物組

成は、淡灰色盤状結晶のファヤライト（Fayalite：

2FeO・SiO2) 主体に少量の白色粒状結晶のヴスタイ
ト（Wustite：FeO）を暗黒色ガラス質スラグ中に

晶出する。低温素延べか火造りの鍛錬鍛冶に際して

酸化防止の粘土汁を多く塗布した段階の排出滓であ

る。ヴスタイト粒内には微小の Fe － Ti 化合物を析

出している。砂鉄系もしくは塊鉄鉱の磁鉄鉱系鉄素

材であろう。

(4�)　ビッカース断面硬度：Photo.9 の③に淡灰色盤

状結晶の硬度測定の圧痕を示す。硬度値は 724Hv

であった。ファヤライトの文献硬度値が 600 ～

700Hv であって、これの上限を僅かに越えるがファ

ヤライトに同定される。

(5�)　CMA 調査：Photo.23 の SE（2 次電子像）にみ

られる白色粒状結晶とその粒内析出物及び淡灰色盤

状結晶の特性 X線像を示す。白色粒状結晶は、白

色輝点が鉄（Fe）にのみ集中し、鉱物組成はヴスタ

イト（FeO）が同定される。その粒内微小析出物は、

鉄（Fe）とチタン（Ti）に白色輝点が集中するので

Fe-Ti 化合物が想定できる。古代砂鉄系の鍛冶滓で

認められるが磁鉄鉱原料鉄であっても、この種の化

合物の検出は時折り確認できる。また、淡灰色盤状

結晶は、鉄（Fe）と珪素（Si）に白色輝点が集中し、

ファヤライト（2FeO・SiO2）が同定される。また、

このファヤライト結晶内には数個所に丸、三角、台

形状の灰黒色結晶が認められて、ここには鉄（Fe）

－アルミニウム（Al）に白色輝点が集中する。鉱物

組成はへルシナイト（Hercynite：FeO・Al2O3）と
推定される。高温個所の析出物の存在といえよう（古

代砂鉄系鍛冶滓の混入が気がかり）。

(6�)　化学組成分析：Table2 に示す。顕微鏡組織で観

察できたようにヴスタイト（FeO）の量が少なくファ

ヤライトが多いのは鉄分が幾分減少してガラス分が

増加した成分系となっている。すなわち、全鉄分

（Total�Fe）は 48.04％に対して、金属鉄（Metallic�

Fe）0.12％、酸化第 1鉄（FeO）48.34％、酸化第

2鉄（Fe2O3）14.84％の割合である。ガラス質成分
（SiO2 ＋ Al2O3 ＋ CaO ＋ MgO ＋ K2O ＋ Na2O）は
32.14％で、このうちに塩基性成分 (CaO＋MgO) を

2.24％含む。ヴスタイト粒内に Fe－ Ti 化合物が析

出していたように、二酸化チタン（TiO2）は№ 10、
11 より高めで 0.82％、バナジウム（V）は差異が

なくて 0.008％留まりであった。また、脈石成分系

の酸化マンガン（MnO）も 0.12％と僅かに高め傾

向であった。銅（Cu）は 0.005％と低値を呈した。

　�　この成分系は鍛打作業において加熱目減りを配慮

し酸化防止に粘土汁を塗布した影響が現われている。

3-13　試料№ 13：鉄滓

(1�)　肉眼観察：灰褐色の不定形の鍛冶滓である。表

面は荒れ肌で木炭痕と気泡を発する。

(2�)　マクロ組織：Photo.11 に示す。断面は 0.4 ～

4.0mm径の気泡を多発させた多孔質である。また、

表層には微細異物の付着が認められる。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.9 の④～⑧、Photo.10 に示

す。当鉄滓の主要鉱物組成は、Photo.9 の④、⑦、

Photo.10 の④⑤にみられる淡灰色木ずれ状結晶の

ファヤライト（Fayalite：2FeO・SiO2）が暗黒色ガ
ラス質スラグ中に晶出する。これは銹化鉄のゲーサ

イト（Goethite：α－ FeO・OH）の共伴である。ファ

ヤライト晶出は低温例の800～900℃の作業であっ
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た可能性をもつ。低温素延べで粘土汁塗布による鍛

錬鍛冶滓の特徴を有する。鍛冶素材は試料 No.9 の

板状鉄板あたりの充当が想定できよう。

　�　ここで注目したいのは、当鉄滓外周部に鍛冶鍛打

作業において派生する微細遺物の粒状滓（Photo.10

の②③）と鍛造剥片（Photo.9 の⑤⑧、Photo.10 の

①～④）の付着である。

　�　粒状滓とは、鍛冶作業において凹凸をもつ鉄素材

が鍛冶炉の中で赤熱状態に加熱されて突起部が溶け

落ちて、これが酸化して表面張力の関係から球状化

したり、赤熱鉄素材に酸化防止を目的に塗布された

粘土汁が酸化物と反応して、これが鍛打の折に飛

散して球状化した微細遺物である。通常は 0.05 ～

5.0mm径程度のものが目にとまる。精錬鍛冶の末

期から鍛錬鍛冶の前半段階までに派生する。

　�　鍛造剥片は、鉄素材を大気中で加熱、鍛打すると

表面酸化膜が剥離飛散したものを指す。俗に鉄肌

（金肌）やスケールとも呼ばれる。鍛冶工程の進行

により、表面荒れ肌で厚手から平坦薄手へ、色調は

黒褐色から青味を帯びた銀色（光沢を発する）へと

変化する。これも粒状滓同様に鍛打作業の実証と、

鍛冶の段階を押える上で重要な遺物となる〔大澤

1992〕。鍛造剥片は粒状滓同様に極めて微細な鍛冶

派生物であり、発掘調査中に土中から肉眼で識別す

るのは難しい。通常は鍛冶址の床面の土砂を水洗す

ることにより検出される。鍛冶工房の調査に当って

は、鍛冶炉を中心にメッシュを切って土砂を採り上

げ、水洗、選別、秤量により分布状況を把握できれ

ば、工房内の作業空間配置の手掛かりとなりうる重

要な遺物でもある〔大澤 1991〕。

　�　次に鍛造剥片の酸化膜相としての組織を述べてお

く。Photo.10 の右上に鍛造剥片の模式図を示した。

鉄素材を炉内で高温に加熱すれば、速やかに酸化し

表面に硬い黒鈹を生ずる。このものは通常、微厚の

外層ヘマタイト (Hematite：Fe2O3)、中間層のマグネ
タイト（Magnetite：Fe3O4）、大部分は内層のヴスタ
イト (Wustite：FeO) の 3層から構成される。この場

合、ヴスタイト相は570℃以上で生成されてヘマタ

イト相は1450℃を越えると存在しなくなることは、

Fe－O系平衡状態図で説明される〔森岡�他 1975〕。

　�　鍛造剥片は、酸化膜といえども母材から剥離して

土中に長時間埋蔵されているため、風化を受けて組

織の消滅するものもある。常時 3層分離の組織が

得られる保障はありえない。なお、この 3層分離

型の鍛造剥片は、鍛打作業の後半派生物であり、鍛

打前半の剥片は内層のヴスタイトが非晶質でなく、

結晶化した組織で表われる。

　�　一方、鍛造剥片を王水（塩酸 3：硝酸 1）でエッ

チングすると、外層ヘマタイトは侵されず、中間層

マグネタイトは黄変し、内層ヴスタイトは黒変する。

ただし今回の供試材はこの腐食（エッチング）は施

していない。

　�　Photo.10 の粒状滓に記述を戻す。②③の 2点の

球状異物が微細粒状滓の鉱物相である。0.07mm径

と 0.1mm径の粒状滓は、ヴスタイト（FeO）の凝

集した組織で埋まる。これが 0.8 ～ 5.0mm径にな

ると中核部が空洞化した断面となる。また、①～④

にみられる鍛造剥片は、鍛打作業の後発で仕上げ段

階の派生物である。剥片の皮膜構造は模式図に示す

3層の分離は自然風化のために判別し難いが、紛れ

もなく鍛造剥片と認定できる。例えば③の鍛造剥片

をみれば、微かに最表層は微厚の白い膜で覆われて

いる。ヘマタイト層である。本来は表層にのみ発生

するのが剥離した剥片が鍛冶炉内に飛び込んで再加

熱され、破面外周全体がヘマタイト化している。該

品は中間層のマグネタイトは前述したように白然風

化で不鮮明である。内層のヴスタイト層は非晶質

（ビッカース断面硬度の測定で鉱物相を同定した。

後述）である。

　�　以上のように鍛造剥片と認定できる微小剥片が数

点以上発見された。①に5点の鍛造剥片、③に1点、

④に 1点などと提示できる。№ 13鉄滓は、SB256

鍛冶遺構からの出土遺物であって、ここでは鍛冶作

業として鉄滓を排出し、更には粒状滓や鍛造剥片を

派生するような「鍛打作業」があった可能性を証明

することとなった。

　�　蛇足ながら粒状滓や鍛造剥片は鉄を加熱して出来

た酸化膜である。Photo.10 の模式図に示したよう

に Fe2O3・Fe3O4・FeO組成であって基本的には鉄

（Fe）と酸素（O）の化合物であり不純物は一切含
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まない。赤錆状の剥片があれば、これは銹化鉄片で

あって FeO・OHといった水酸基を伴うもので、加

熱による構造転移とは別物である。大気腐食の銹層

は赤・黒と普段眼にする色調とザラツキをもつが、

鍛造剥片は加熱による酸化膜なので平坦で黒褐色か

ら灰色・青灰色を呈し、後発剥片となると光沢をも

つ。身体が怪我をしたときにできる痂を連想しても

らいたい。表面は滑らかであるが内側の肉付き部分

は微かに凹凸をもち、血痕を残す。鍛造剥片も表裏

面を詳細に観察すると、表面は滑らかで裏面に赤銹

を残し、微かに凹凸がみられる。ただし鉄塊から延

板へと鍛打加工を進行させる過程における初期酸化

膜の表面平坦度はあまりなく、母材表面状況に即す

るものである。

(4�)　ビッカース断面硬度：Photo.9 の⑧に鍛造剥片内

層の硬度測定の圧痕を示す。非晶質部分であるが硬

度値は 450Hv であった。ヴスタイト（FeO）に同

定される。前述№ 10の白色粒状結晶のヴスタイト

に準ずる値であった。

(5�)　CMA調査：鉄滓と付着鍛造剥片の 2種の分析を

行った。まず Photo.24 の SE（2次電子像）には銹

化鉄に囲まれた鉄滓部分の調査対象視野を示す。鉱

物は大型の不整六角結晶と粒状結晶、これに 5点

の四角から六角形の小型結晶である。前者に白色輝

点が集中するのは鉄（Fe）である。鉱物組成はヴス

タイト（Wustite：FeO）かマグネタイト（Magnetite：

Fe3O4）が同定される。後者に白色輝点が集中する
元素は鉄（Fe）とアルミニウム（Al）であって、鉱

物組成はへルシナイト（Hercynite：FeO・Al2O3）
である。なお、鉄滓といえども風化を受けて基地の

ガラス質成分からは白色輝点が強く検出されるのは

珪素（Si）とアルミニウム（Al）であって、カルシ

ウム（Ca）、マグネシウム（Mg）などの白色輝点は

弱いものだった。また、砂鉄特有成分のチタン（Ti）

の含有も殆んどなく、鉄素材の始発原料は鉱石系が

推定された。

　�　次は、鍛造剥片の分析結果である。0.3mm厚み

の剥片を対象とした。Photo.25 の SE に示す。剥片

は自然風化のため亀裂が走り、外層ヘマタイトは判

るが中間層のマグネタイトと内層のヴスタイトの

区別はつけ難い。この内層非晶質の剥片に白色輝

点が集中する元素は鉄（Fe）のみである。前述し

たように鍛造剥片の被膜構成は、外層ヘマタイト

（Fe2O3）、中間層マグネタイト（Fe3O4）、内層ヴス
タイト（FeO）なので、鉄（Fe）以外の元素検出は

ありえないのである。なお、亀裂線に珪素（Si）が

現われたのは汚染による侵入であってこれは論外で

ある。

(6�)　化学組成分析：Table2 に示す。鉄分がやや低め

でガラス分の多い成分系である。全鉄分（Total�Fe）

は 40.70% に対して、金属鉄（Metallic�Fe）0.11%、

酸化第 1鉄（FeO）24.64%、銹化鉄混じりで酸化

第 2鉄（Fe2O3）が増加気味の 30.65% の割合であっ
た。赤熱鉄素材の酸化防止の粘土汁多用でガラス

質成分（SiO2+Al2O3+CaO+MgO+K2O+Na2O）も多
く 36.79% で、このうちに塩基性成分（CaO+MgO）

を 2.03% を含む。砂鉄特有成分の二酸化チタン

（TiO2）は 0.67%、バナジウム（V）0.005% も高く
なく、鉱石系鉄素材の排出滓成分と考えられる。ま

た、酸化マンガン（MnO）0.10%、銅（Cu）0.010%

もさほど多くなく、前述№ 12鉄滓に近似する。

3-14　試料№ 14：三角鉄片

(1�)　肉眼観察：供試材は不等辺三角形を呈する小鉄

片が 2 点である。10 × 20mm を大、8 × 14mm

を小とした。表裏共に赤褐色の銹に覆われて磁性も

弱い。

(2�)　マクロ組織：Photo.12 の⑥：大、⑦：小に示す。

断面は大・小試料共に銹化されて鬆となり、前者は

中核部の約半分が空洞化する。板厚は 1mm前後で

ある。僅かに弯曲するのはタガネ切りでの歪の残留

であろうか。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.12 の①：大、②③：小を示す。

両方共金属鉄は全く残さず、銹化鉄も遺存度が悪く

て組織痕跡までも消滅していた。ただし、材質は銹

化鉄の鬆の状態から判断すると塊煉鉄由来の極低炭

素鋼の可能性をもつ。

3-15　試料№ 15：三角鉄片

(1�)　肉眼観察：平面がほぼ二等辺三角形を呈する小
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鉄片である。銹膨れが大きく前述試料№ 14三角鉄

片に比べて若干厚手にみえる。

(2�)　マクロ組織：Photo.12 の⑧に示す。全体に銹化

が激しくて断面に鬆を残すところも殆んどなく、外

周縁部を留めるのみで大きく空洞化する。見掛け上

の厚みは大きく感じたが本質は№ 14三角鉄片と大

差ない厚みであった。№ 14、№ 15 は同一母材か

らの切片の可能性をもつ。該品も弯曲傾向をもつ。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.12 の④に示す。こちらも外

周縁部の僅かに残存した銹化鉄の組織である。ゲー

サイト（Goethite：α－ FeO・OH）になり、組織

痕跡を留めない。しかし、該品も塊煉鉄由来の極低

炭素鋼と想定される。

3-16　試料№ 16：叉状鉄片

(1�)　肉眼観察：平面が逆 V字形を呈する小鉄片であ

る。無茎式の三角形鏃にもみえるが二方に伸びた脚

が非対称形であるところからこれも切片であろう。

(2�)　マクロ組織：Photo.12 の⑨に示す。断面は全体

が鬆状に銹化し、両端は一部空洞化を呈する。該品

の弯曲度は大きくタガネ切りの歪の残留とみてよか

ろう。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.12 の⑤に示す。銹化鉄のゲー

サイト（Goethite：α－ FeO・OH）であって組織

の痕跡は認められない。ただし、淡灰色紡重状異物

が点在するのは、非金属介在物のヴスタイトであれ

ば低温固体還元法にもとづく塊煉鉄の可能性が指摘

できる。該品も材質は極低炭素鋼の軟質材と想定さ

れる。

3-17　試料№ 17：小鉄片（剥片状）

(1�)　肉眼観察：不定形剥片状の微小鉄片である。3

～ 5mm平方で極微厚（0.5mm以下）の小型品で

はあるが銹具合は、左程ひどいものではない。3片

を供試材とした。

(2�)　マクロ組織：Photo.13 の①に示す。3片のうち、

最も大きいもの（5× 6mm）は銹膨れ片と平坦度

を保つ剥片の 2個に分かれる。両者は微小遺物で

あり、鬆化した銹化鉄の輪郭は不鮮明である。残る

2片（B、C）は鬆状痕跡が長さで 2～ 3mmが認め

られた。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.13 の③～⑤に示す。②はマ

クロ組織でAをつけた個所の組織である。銹膨れの

銹化部分でゲーサイト（Goethite：α－ FeO・OH）

となる。③はマクロ組織の Bの部分である。これ

も銹化鉄であって何の痕跡も留めていない。④は C

に対応する組織である。これから微小鉄片の厚みが

0.2mm程度であったと推定される。銹化鉄のゲー

サイト以外の情報は採れ難いが、該品は内外層の 2

層に分かれそうにもあるが定かでない。⑤は Dに

対応する。銹化が激しくて銹化鉄の肉厚は留めず空

洞化した輪郭のみを残す結果となった。3片共に注

目したいのは、微小鉄片が酸化土砂に覆われている

事である。

3-18　試料№ 18：小鉄片 ( 粒状 )

(1�)　肉眼観察：赤銹に包まれた 2～ 3mm径の粒状

鉄である。2点を供試材とした。

(2�)　マクロ組織：Photo.13 の⑦に示す。2点共に楕

円状で鬆化した組織が認められる。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.13 の⑥⑦に示す。両者は銹

化鉄のゲーサイト（Goethite：α－ FeO・OH）とな

り組織痕跡は一切読み取れない。ただし、100 倍の

倍率から見て該品は 0.3mm径程度の楕円状の粒鉄

で長軸端部は緩く窄まる。鉄器製作の鏨切りの潰れ

切片でこれに酸化土砂が纏り付いた遺物であろう。

3-19　試料№ 19：小鉄片（米粒状）

(1�)　肉眼観察：米粒状ともいえる微小鉄片で 2 ～

3mmΦ× 5 ～ 9mmサイズの供試材 3片である。

赤銹に覆われるが芯は確りしている。

(2�)　マクロ組織：Photo.14の①に示す。3片の断面は、

いずれも鬆状となり、金属鉄の残留は全くない。な

お断面形状は針状の尖りをもち、片側は緩く窄まる。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.14 の②～⑦に示す。いずれ

も組織は、銹化鉄のゲーサイト（Goethite：α－

FeO・OH）となり組織痕跡は殆んど残さない。しかし、

該品らも銹化具合からみて低温固体還元法にもとづ

く塊煉鉄の極低炭素鋼の類であろう。鏨切りの切り

屑に酸化土砂に覆われた微細遺物が想定される。
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3-20　試料№ 20：小鉄片（雫状）

(1�)　肉眼観察：外見上は僅かに湾曲しながら滴下気

味で尾を引くといった雫状鉄片（3mmΦ× 13mm

長さ）である。

(2�)　マクロ組織：Photo.14 の⑦に示す。断面は、銹

化鉄で全体に鬆をもつ鉄片である。加熱による酸化

鉄でなく、鉄が大気中で銹化した組織である。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.14 の⑧に示す。組織は銹化

鉄のゲーサイト（Goethite：α－ FeO・OH）で腐

食が激しく鬆化した残存部においても点蝕が生じて

いる。針状製品でも製作中に派生したのであろうか。

もしくはやはり鏨切りの切り屑の可能性も看過でき

ない。

3-21　試料№ 21：小鉄片（湾曲 3連状）

(1�)　肉眼観察：針金状の鉄線がつの字状に残された

感じの遺物である。3mmΦ× 10mmサイズ。

(2�)　マクロ組織：Photo.15 の①に示す。断面は 3個

の米粒状鉄片が連結する。ただし、各鉄粒は輪郭の

みを残して内側中身は腐食消滅して空洞化してい

る。

(3�)　顕微鏡観察：Photo.15 の①～③に示す。3連の

鉄粒は各 1視野ごとに提示した。いずれも銹化鉄

のゲーサイト（Goethite：α－ FeO・OH）となり、

木質汚染物質と共存した状態であった。木質は木炭

の可能性をもつ。切り屑の酸化土砂覆われ遺物にも

考えられる。

3-22　試料№ 22：小鉄片（釣針状）

(1�)　肉眼観察：2mmΦ径の針金状の素材が釣針状に

曲げかかった中途で放置された感じの遺物である。

長さは 2cm前後であろう。

(2�)　マクロ組織：Photo.15 の⑤に示す。該品も輪郭

のみを残して空洞化した銹化鉄である。

(3�)　顕微鏡組織：Photo.15 の⑥～⑩に示す。組織は

銹化鉄のゲーサイト（Goethite：α－ FeO・OH）

である。白色不定形点状個所は金属鉄の趣を呈する

がナイタルエッチでも変化がなく擬似金属鉄であっ

て、やはり銹化鉄である。なお組織痕跡には、鍛打

時の加工跡らしき流れ模様もみられるが、引抜き加

工を全面否定するまでのものでもない。切り屑か。

4　まとめ

　弥生時代の鍛冶作業の実態は不鮮明な点が多い。例

えば、鍛冶原料鉄の存在、その形状、そして材質の問

題である。今回、二子塚遺跡において不明鉄器と称す

る鉄板片は板状素材の半製品の可能性が指摘できた。

　第 1 に形状である。4cm 幅で厚み 2mm を計り、

長さは使用端切れで不明であるが幅の 3倍以上が想

定される。このような例から板状鉄素材の在り様を想

定することができよう。今後の出土例の増加に期待す

るところである。

　第 2に材質の問題がある。薄板は極低炭素鋼（0.1%

以下の軟質材）を充当し、薄板成形後に焼きならし

（Normalizing）を施して鋼の組織を常態化するために

変態点（二子塚試料は 800 ～ 850℃）以上の適当な

温度に加熱して大気中で放冷する操作がとられている

妻木晩田遺跡出土品も同様に焼きならし処理が確認さ

れた。

　板状素材の薄手材は、タガネ切り加工を前提とした

半製品であって、小物鉄製品（例えば小型袋状鉄斧：釿、

摘鎌、無茎鏃など）へと繋がってゆく。それに対して

厚板状素材は板状鉄斧など強度の要求される大型鉄製

品への対応となろう。これらの用途に応じて機械的性

質の向上を図った熱処理が施されてあるのも特徴であ

る（炭化物の球状化を図り靭性（粘りと強さ）の強化）。

　次に、出土鉄滓と鍛冶作業の関係を追及する問題が

ある。鍛冶には荒鉄（製錬生成鉄で、表皮スラグや捲

込みスラグ、さらには炉材粘土など不純物を含む原料

鉄：鉄塊系遺物）の不純物除去と成分調整を目的とし

た精錬鍛冶があり、それの後続作業として、純度の上

がった鉄素材から繰返し折り曲げ鍛接の高温から低温

素延べ・火造りの作業で製品化に繋がる鍛錬鍛冶が

ある。今回、二子塚遺跡出土鉄滓を 4点調査したが、

それらは鍛錬鍛冶に関する作業で排出された滓に分類

された。ただし、これも原料鉄の純度の違いや作業条

件により鉱物組成や化学組成が微妙に変動する。試料

№ 10、№ 11 と、№ 12、№ 13 は鉱物組成と脈石成

分（Ti、V、MnO、CaO+MgO）に差異をもち 2群に

分けられる。前者は高温沸し、後者は低温素延べ、火
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造りとなる。ここで SB256 遺構での鉄滓（№ 13）を

生じせしめた鉄素材は板状半製品相当であろう。鉄

滓の鉱物組成は低温晶出のファヤライトとガラスから

800 ～ 900℃の温度設定が推測される。鉄の加熱酸

化目減りを配慮して粘土汁塗布の作業が想定できる。

　一方、前述した№ 13鉄滓には、鍛打作業を実証す

る微細遺物としての粒状滓と鍛造剥片が付着する。こ

の遺物は赤熱鉄素材の表面から剥落した鉄の酸化物で

ある。鉱物組成は、ヘマタイト（Fe2O3）、マグネタ
イト（Fe3O4)、ヴスタイト（FeO）などで構成されて
570 ～ 1457℃の熱履歴をもっている。この微細遺物

の存在と鉄滓の組み合わせがあれば鍛冶作業での「沸

し」「素延べ・火造り」の鍛打が実証される。なお、

鍛打作業がなくて曲げ加工のための炙り曲げ加工にお

いても酸化膜は発生する。ただし、こちらでは粒状滓

の核となる突起個所をもたないので粒状滓の派生は少

なかろう。

　二子塚遺跡の鍛冶は、半製品のタガネ切り主体の原

始鍛冶と、一部鉄滓と微細遺物を発生させるやや進展

した鍛冶があったと推定される。ただし、荒鉄を処理

する本格的鍛冶操業はなかった。また、原始鍛冶も弥

生時代中期後半から末期に属する京都府所在の奈具岡

遺跡や福岡県赤井手遺跡でみられた中国東北部産の可

能性をもつ鋳鉄脱炭鋼高温液体還元法とは異なる鍛冶

原料鉄で塊煉鉄であったことも弥生時代後期の東北ア

ジアの鉄の動向を示唆する。時代の推移で朝鮮半島で

の鉄生産の興隆もあり、塊煉鉄が生産され、鉄素材と

なり、日本列島にもたらされたのであろう。

〔引用文献〕

日刊�工業新聞杜 1968『焼結鉱組織写真および識別法』

日刊工業新聞杜

　　�　当刊行物にはヴスタイト（FeO）の硬度値は

450 ～ 500Hv、マグネタイト（Fe3O4）500 ～
600Hv、ファヤライト（2FeO・SiO2）600 ～
700Hv とある。

大澤�正己 1992「房総風土記の丘実験試料と発掘試料」

『千葉県立房総風土記の丘年報』15、千葉県房総

風土記の丘

大澤�正己 1991「奈良尾遺跡出土鍛冶関連遺物の金属

学的調査」『奈良尾遺跡』今宿バイパス関連埋蔵

文化財調査報告書 13、福岡県教育委員会

森岡��他 1975「鉄鋼腐食科学」『鉄鋼工学講座』11、

朝倉書店

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

試料
NO. 種別

全鉄分
（Total�
Fe）

金属鉄
（Metallic�
Fe）

酸化
第１鉄
（FeO）

酸化
第２鉄
（Fe2O3）

二酸化
珪素
（SiO2）

酸化
アルミニウム
（Al2O3）

酸化
カルシウム
（CaO）

酸化
マグネシウム
（MgO）

酸化
カリウム
（K2O）

酸化
ナトリウム
（Na2O）

酸化
マンガン
（MnO）

1 鉄斧刃 60.92� 0.13� 14.26� 71.07� 2.98� 1.35� 0.15� 0.09� 0.085� 0.065� 0.01�
9 不明鉄器 60.25� 0.15� 15.27� 68.96� 3.77� 1.34� 0.15� 0.10� 0.080� 0.060� 0.02�
10 鉄滓 58.57� 0.51� 54.17� 22.81� 11.67� 4.22� 1.31� 0.45� 1.095� 0.185� 0.08�
11 鉄滓 60.59� 0.11� 52.44� 28.19� 9.94� 3.22� 1.27� 0.49� 0.540� 0.096� 0.05�
12 鉄滓 48.04� 0.12� 48.34� 14.84� 21.60� 8.30� 1.47� 0.77� 0.560� 0.255� 0.12�
13 鉄滓 40.70� 0.11� 24.64� 30.65� 26.11� 8.65� 1.22� 0.81� 1.425� 0.435� 0.10�

Table2　鉄製品・鉄滓の化学組成（酸化物定量）

Σ＊

試料
NO. 種別

二酸化
チタン
（TiO2）

バナシウム
（V）

銅
（Cu）

五酸化燐
（P2O5）

酸化
クロム
（Cr2O3）

炭素（C） 硫黄（S） 造滓成分 造滓成分
Total�Fe

　TiO2�　
Total�Fe

1 鉄斧刃 0.16� 0.004� 0.005� 0.105� 0.028� 0.26� 0.264� 4.72� 0.078� 0.002�
9 不明鉄器 0.13� 0.002� 0.005� 0.133� 0.027� 0.48� 0.220� 5.50� 0.091� 0.001�
10 鉄滓 0.39� 0.011� 0.010� 0.347� 0.016� 0.11� 0.055� 17.65� 0.301� 0.007�
11 鉄滓 0.25� 0.006� 0.020� 0.311� 0.076� 0.16� 0.048� 14.92� 0.246� 0.004�
12 鉄滓 0.82� 0.008� 0.005� 0.509� 0.022� 0.16� 0.029� 32.14� 0.669� 0.017�
13 鉄滓 0.67� 0.005� 0.010� 0.267� 0.021� 0.29� 0.089� 36.79� 0.904� 0.017�
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Fig.1　古墳出土無茎鉄鏃集成図 ( 後藤 1939)

31,32「筑後国三井郡立石村大字干潟字下鶴」出土
33「日向国西臼杵郡田原村」出土

11-8　弥生鉄器の諸問題
村上恭通

1　鉄器の器種と組成

　二子塚遺跡における弥生時代後期の鉄製品は、素環

頭短剣、小型短剣、鉄鏃といった武器、大小の袋状斧、

鉇、刀子、棒状鉄器といった工具、鋤先、摘鎌、曲刃

鎌といった農具からなる。利器がほぼ完全に鉄器化し

ている様相がうかがえ、菊池川流域の山鹿市方保田東

原遺跡、玉名郡菊水町諏訪原遺跡、白川中流域の菊池

郡大津町西弥護免遺跡、熊本市山尻遺跡（運動公園遺

跡）等と同様の様相を呈している。

　鉄製品はすべて鍛造品であり、在地生産品と考えら

れ、北部九州でしばしば遭遇する二条突帯鋳造鉄斧や

大型板状鉄斧等、中国東北地方や朝鮮半島製品は含ま

れていない。弥生時代中期までは舶載鉄器が散見され

るが、後期になると舶載鉄器がなくなる点もまた熊本

県域の特徴である。したがって、鉄素材を入手し、鉄

器を自給的に生産するシステムが確立していたとみる

ことができよう。

2　鉄鏃について

　白川上流域の阿蘇外輪山に囲まれた地域では、阿蘇

郡阿蘇町下山西遺跡にみられるように、石鏃、石庖丁、

太型蛤刃石斧（両刃石斧）等の器種に磨製石器の存在

が知られている〔島津・高谷 1987〕。磨製石鏃、石

庖丁は鉄鏃、摘鎌と共伴し、機能を同一にする鉄製品

と石製品が共存していたことを示している。また、磨

製石器生産は、その出土量からみても、依然として継

続されていたと考えられる。その点、二子塚遺跡にお

ける磨製石鏃や石庖丁はその数もわずかであり、仮に

磨製石器生産を認めた場合でも、利器生産の中で占め

る割合は鉄が圧倒的に高かった。粘板岩製磨製石鏃と

鉄鏃は、機能や使用目的を違えて存在するほどのもの

ではない。にもかかわらず、阿蘇山周辺や大分県大野

川上中流域の弥生時代後期集落遺跡では磨製石鏃も鉄

鏃も共に一定量存在し、機能や使用目的を違えていた

可能性がある。これに対し、二子塚遺跡の磨製石鏃は

きわめて客体的な存在であり、その材質や色が稀少価

値を高めたものとして受容された、とも考えられる。

自然に産出される石材を用い、製作地において付加価

値を与えられ、さらに価値が高まった磨製石鏃は、最

高の必需物資である鉄を用い、最先端の技術で生産さ

れた鉄鏃以上の価値を有していた可能性を考えておき

たい。

　そうすると、基本的に弓矢に採用された鏃は鉄製

だったのである。この鉄鏃には有茎式と無茎式とがあ

り、その大きさと形態も多様である。弓矢というと一

般的に武器と評される傾向が昨今強いが、弥生時代後

期中葉以降、広域の開墾を伴って動物の生息域に割り

込んだ集落は、集落と食料生産域の周囲に動物の生息

を固定化することとなったであろうから、とりわけ狩

猟の必要性が高まったであろう。したがって、狩猟具

としての弓矢、そして鏃は必需品として存続していた

のである。具体的にどの鉄鏃を狩猟具と認めるかは困

難であるが、無茎式の五角形鏃や三角形鏃等、小型で

単純な形態の鉄鏃はその有力候補である。

　一方、小型品、大型品にかかわらず、複雑な形態を

もつ無茎式鉄鏃が多いことも、二子塚遺跡の特色であ

る。大津町西弥護免遺跡や熊本市内の諸遺跡でいわゆ

る二段逆刺式の存在は知られていたが、それらは幅に
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1・4・10：SB243　,2：SB90　,3：SB39　,5：SB31　,6：SB235　,7：SB211　,8：SB57　,9：SB236　,11：SB116

Fig.2　最大級の有茎鏃と根ばさみ装着無茎鏃 ( 想定図 )

対して長い細身の鉄鏃であった。二子塚（SB31）出

土の二段逆刺式は全長 2.8㎝、幅 2.4㎝であり、幅広

となっている。後藤守一氏が上古時代鉄鏃として紹介

した「筑後國三井郡立石村大字干潟字下鶴」出土の鉄

鏃は二段目の逆刺の伸びの方向と逆刺部の幅が異なっ

ているものの、長幅比は二子塚 SB31 出土例に近い〔後

藤 1939〕。ただし、大型の SB116 出土例はこの筑後

国例に形態も近くなっており、有明海に面した筑紫平

野との関連性を想定することができる。また SB235

から出土した、ふくらを有し、2個の緊縛孔を穿ち、

一段逆刺無茎式鏃も後藤氏が検討した鉄鏃に類例があ

る。それは後藤氏が「日向國西臼杵郡田原村」出土と

して紹介した例である。刃部の曲線や逆刺の形態が異

なってはいるものの、緊縛孔が左右対称ではない点ま

で共通しており、近年把握されつつある弥生時代鉄鏃

のコルプスの中では最も類似している。田原村は現在

の高千穂にあたり、こういった地域との関係も視野に

入れる必要があるのであろう。

　この他、緊縛孔を 2個ないし 8個有する大型無茎

式鉄鏃が注目される。この緊縛孔は阿蘇郡阿蘇町狩尾

の湯ノ口遺跡より昨今出土している無茎式鉄鏃から察

すると、矢柄そのものではなく、矢柄に挿入する根ば

さみを固定するためのものであったと考えられる。こ

の根ばさみは、二子塚出土例（SB39、SB57、SB70、

SB211）からみても竹製ではなく、身のつまった樹

種で作られたことを示している。湯ノ口遺跡出土品

の場合、鏃身を挟む根ばさみの直径は先端付近で 0.6

㎝、鏃身中位あたりで 0.8㎝程度あり、その太さは実

際の使用場面では対象物に射込まれた場合、接触面と

の間に強い摩擦を生み出すため、機能性を低めるもの

となったであろう。また根ばさみを装着していたと考

えられる二子塚の大型鏃は銹化と土の付着による誤差

を斟酌に入れる必要こそあるが、10 ｇをはるかに超

える重量をもっており、目的に叶うように矢を操るに

は適当とはいえない大きさである。したがって、以上

の複雑な形態や通常より大型の無茎式鉄鏃は弓で射る

という実用の鏃ではなく、装飾性の高い視覚に訴える

鏃であり、護符として、あるいは祭祀や儀礼に用いる

鉄鏃であったと考えておきたい。なお、矢柄に挿入す

る以前の根ばさみを装着した状況を想定すると、バリ

エーションは有茎式鉄鏃に比べてはるかに豊富であ

る。例えば古墳時代にみられる二段逆刺式の有茎鏃等

は、無茎二段逆刺式に根ばさみを装着したものがモデ

ルとなった可能性等も考えられるのではなかろうか。

弥生時代の中九州では集落出土鉄鏃の方が副葬鉄鏃よ

り多様性をもつ傾向があり、副葬品が卓越する古墳時

1
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Fig.3　囲山遺跡出土小型短剣 

　　　( 富山県教育委員会 1970)

代の鉄鏃とは簡単には比較できないが、このような視

点をもって今後の資料の増加を待ってあらためて検討

したい。

3　短剣について

　二子塚遺跡では素環頭短剣（SB212）と小型短剣

（SB212、SV）が出土した。

　熊本県域では素環頭刀子が刀子全体の中で占める割

合が高い。中国漢代の素環頭刀子に比較すると小型で

あり、鋒、棟、関、素環頭の造りははるかに甘い。ま

た断口を有する資料の観察によれば、薄く、銹膨れを

呈する場合でも二枚に分かれる程度であり、漢代刀子

のように小型品でも丁寧な折り返し鍛打を施した例と

は異なっている。したがって大陸の素環頭刀子をモデ

ルとして中九州で製作されたものと判断する。ただし、

大陸とはいっても朝鮮半島南部、つまり韓国では鹿角

柄刀子が卓越する傾向が強く、素環頭刀子の普及は低

かったと思われる。そうすると楽浪郡、帯方郡あるい

は中国遼東地方の公孫氏等の領域におけるこの種の鉄

器が模倣対象となったのではなかろうか。

　二子塚遺跡では、有茎刀子のみで素環頭刀子はない

ものの、熊本県域でも唯一となる素環頭短剣が出土し

た。素環頭剣は中国国内で前漢代以降の例が散見され

るが、なかでも遼寧省三道壕村落遺跡で出土した例や

韓国慶州市政来洞遺跡出土品等が類品として挙げられ

る。ただし、いずれも二子塚遺跡例に比較して長大で

あり、政来洞遺跡例は実見したところ、かなり重厚な

造りとなっている。二子塚遺跡例は素環頭部の形成に

丁寧さがみられるものの、剣身は素環頭刀子と同様、

あまり折り返し鍛打を加えずに成形された薄い造りと

なっており、これもまた在地生産品の証左となろう。

　中九州は素環頭刀子の卓越や素環頭短剣の存在等、

北部九州とはやや異なる様相を呈しているが、これは

中国東北地域や朝鮮半島と独自の交渉を行っていたこ

とに起因するのかもしれない。北部九州に比べて鋳造

鉄器や板状鉄斧等の舶載鉄器が少ないという先の指摘

も同様の理由によるものであろう。島津義昭氏は先学

の論考を挙げつつ、熊本県域で大量に出土するジョッ

キ形土器の系譜を楽浪郡、遼東郡に追い求めている〔島

津 1990〕。鉄器の問題についても、同様の視座が求

められている。

　さて、2点の小型短剣も熊本県内ではじめての出土

となった。いずれも短茎式短剣をそのまま小型にした

短剣である。下山西遺跡例のように鉄短剣は一般的に

は副葬品となる例が多いが、二子塚遺跡では素環頭短

剣にしろ、この小型短剣にしろ、住居址内に遺棄ない

しは廃棄された例となる。大きさが近似する小型短剣

の例としては、富山県囲山遺跡 3号土壙墓出土短剣

が挙げられる〔富山県教育委員会 1970〕。囲山遺跡

例は剣身が厚く、関と茎の境に把口を止めるような平

坦部が作り出され、細身の茎には目釘穴を通すための

短孔が穿たれている。造りの良さ、副葬品といういず

れの点も二子塚遺跡例と異なっている。大きさのみで

はなく厚みの点でも実用からほど遠い短剣を製作し、

先述した多様な無茎式鉄鏃と同様に護符であったり、

祭祀・儀礼用であった可能性を想定しておきたい。た

だし、そう認めた場合でも現状では二子塚遺跡のみに

限られた遺物であり、遺跡あるいは地域が限定された

存在であったことも考えておかなくてはならない。

4　鉄製工具類について

　鉄製工具類としては袋状鉄斧、鉇、刀子がその主な

ものとしてあげられる。一般的にみられる細身の袋状

鑿を欠いている点は留意しておきたい。

　袋状鉄斧は中型、小型品が多く、中型品は膝柄を装

着して手斧として、小型品はむしろ直柄をつけて鑿

と同様の使用がなされたものと推測する。大型品は 1
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Fig.4　袋端部を折り曲げた袋状鉄斧 

　　　( 軟エックス線写真 )

SB214 出土品　撮影：名古屋大学考古学研究室

点の刃部破片が知られているのみであるが、これは伐

採斧の刃部と考えてよかろう。

　二子塚遺跡で出土した袋状鉄斧は、端部を折り曲げ

て袋部の強化を図ったものが卓越している。この種の

鉄斧は、現状では福岡、佐賀よりも熊本県域の出土例

が多い。後述するように、炭素分の低い軟鋼を素材と

するためにこの技術を維持せざるを得なかったのであ

ろう。これは、北部九州と中九州とで消費される鉄素

材の質の違いとも関連する問題である。

　鉇は、いずれも裏すきを有するものであり、弥生時

代終末期以降に散見される鏝頭状の先端を有する鉇は

受容していない。また、刀子は白川流域で頻出する素

環頭刀子ではなく、有茎刀子に限られていた。

　二子塚遺跡の鉄製工具で特に注目されるのは、多様

な先端部をもつ棒状鉄器である。これらには針、錐、

鑿等の機能が想定される。鉄錐は玉生産に関わるもの

が注目されているが、日常生活においても必要とされ

たはずである。鉄針についても副葬品として出土する

例が知られているが、生活址での出土品はほとんど知

られていない。通常の住居址で微小な鉄針、鉄錐を検

出することはきわめて困難である。しかし、二子塚遺

跡では、床面の土を水洗したり磁石を利用する等の方

法を採用した住居址調査において、その存在を確認す

ることができた。弥生時代の日用鉄器として、このよ

うに微小な加工具の存在は普遍的であったといえるで

あろう。
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Fig.1　熊本県出土鉄器実測図 ( 陣内遺跡 )

Fig.2　弥生時代後期の拠点集落 ( 熊本北部 )

11-9　鉄器生産の諸問題
村上恭通

1　熊本県内の鍛冶遺構

　熊本県内では弥生時代後期の鍛冶遺構が多数知られ

ており、その遺跡数は国内でも最多である。鉄滓を出

土した下前原遺跡は、鍛冶遺構そのものは判然としな

いものの、鉄滓の解析結果は学史的に著名であり、山

鹿市方保田東原遺跡では多数の鉄製品とともに「素材

状鉄製品」が大量に出土し（Fig.3：31 ～ 38）、注目

された〔中村他編 1982〕。また玉名郡菊水町諏訪原

遺跡（Fig.4）、菊池郡菊陽町山尻遺跡、菊池郡大津町

西弥護免遺跡（Fig.5）等では鍛冶工房そのものが検

出された。昨今も阿蘇郡阿蘇町狩尾遺跡群において鍛

冶遺構と関連遺物が大量に出土している。これらが弥

生時代の鉄器生産研究に対して重要な鍵を握っている

といっても過言ではない。また、鍛冶工房が発見され

ていない遺跡でも、出土した鉄製品から集落内におけ

る工房の存在を示唆する例がある。阿蘇郡阿蘇町陣内

遺跡では後期終末期に属する複数の住居址から鉄製品

が出土している（Fig.1）〔清田編 1982〕。そのうち複

数の刀子が他遺跡にはみられない特異な形態をしてお

り、こういった生産物の規格性も在地生産を暗示して
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Fig.3　熊本県出土鉄器実測図 ( 方保田東原遺跡 )
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Fig.4　熊本県出土鉄器実測図 ( 諏訪原遺跡 )
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Fig.5　熊本県出土鉄器実測図 ( 西弥護免遺跡 )

いる。ところが、このように弥生時代の鉄器生産関連

資料が豊富でありながら、鍛冶工房が検出された遺跡

については詳細な報告がなく、鍛冶工房についても具

体的な検討ができないというのが実状であり、重大な

問題点でもある。

　その点において二子塚遺跡の鍛冶遺構は 4 軒中の 2

軒のみではあるが、詳細な発掘調査と分析が行われ、

かつ報告される初めての例となる。
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2　二子塚遺跡の鍛冶工房

　二子塚遺跡における鍛冶工房は集落が拡大傾向を

みせるⅢ期に出現し（SB121）、Ⅳ期（SB153）、Ⅴ期

（SB256）と位置を東に移していった。最も東端に位

置する SB262 の時期が問題であるが、仮に一時期の

鍛冶工房を一軒とするならば、住居が激減するⅦ期の

前段階、すなわちⅥ期に属する可能性を既に述べた。

また各期において、鍛冶工房は集落の北側縁辺付近を

占地するという特徴があった。その背景についても既

述したところである。

　SB121 は破壊が著しいため炉の状況を論ずること

ができないが、SB153、SB256、そして SB262 はす

べて炉の掘り方の平面形が瓢箪形を呈している。西弥

護免遺跡の鍛冶炉は楕円形であり、また狩尾遺跡群の

鍛冶炉は円形や方形等さらに多様である。鍛冶工人に

とって鍛冶炉は作業の要となる施設であり、その設置

にはこだわりがあったと思われるが、その形態が県内

各地で多様であるということは、単に一元的に技術伝

播が行われたという想定を否定するものとなろう。あ

るいは鍛冶炉に工夫を加えて作業に適合させようとす

る工人意識の表れとみなすこともできよう。

　ただ、いずれの鍛冶炉も掘り方内に木炭ないしは焼

土を含んだ土を貼り付けており、完掘状態で観察する

こととなった SB262 の鍛冶炉もそのままでは送風管

の先端が急角度で深く入りすぎるため何らかの形で炉

床の底上げが必要であったであろうと、考えられる。

狩尾遺跡群や大野川流域の大分県大野郡犬飼町高松遺

跡では二子塚遺跡でみる以上に幾重もの層が掘り方内

に形成されている。このことから、炉内を焼き締めた

り、あるいは粘土を貼るという技術については広く共

有している可能性が考えられる。

　多様性のある炉の平面形、親縁関係を有する炉の垂

直構造といった要素を解析すれば、築炉に関する技術

伝播過程を解明できる可能性があるが、まだそれを議

論するためには資料数に限界があり、今後の研究にゆ

だねる部分が多い。

　SB153、SB256 については送風方向と鉄床石が設

置され鍛打が行われた位置を概ね示すことができた。

重量と大きさがあるためにあまり遠くに飛散しない A

類鉄片は、いずれの工房においても鍛冶炉に接して一

カ所の分布の集中域を形成していた。特に SB256 で

は送風管先端（羽口）直下の高温部分が明瞭であった

ことから送風の方向もわかった。こうして、鍛冶炉に

向かって一方向から風が送られ、また一カ所に鉄床

石が据えられて、一人の工人が鍛打作業や鏨による鉄

板の切断作業を行うという情景を想像することができ

る。少なくとも鍛冶炉に向かって複数方向から鉄材を

入れ、複数箇所に設置した鉄床石で激しい鍛打や切断

作業は行われなかった。当然と思われる作業風景であ

るが、考古資料から弥生時代の人の作業位置を復元で

きる例としてはきわめて稀な例といえよう。

3　二子塚遺跡の鍛冶技術

　二子塚遺跡の鍛冶技術を物語る遺物としては鍛冶

具、鉄器未製品、そして副産物である鉄片、微小鉄片、

鉄滓がある。

3-1　鍛冶具

　鍛冶具は石製の鎚、鉄床石、砥石、鉄製鏨からなる。

鉄鉗を欠いているが、これは日本列島では古墳時代中

期に出現するものなので、川越哲志氏が指摘するよう

に木等の有機質のトングが供されたと考えられる〔川

越 1985〕。

　石鎚は多様で、被熱の著しいもの、鉄錆の嵌入を残

すもの、それとは反対に全くの被熱痕跡がなく敲打の

痕跡のみを残すもの等があった。石鎚を使用する作業

は大きく二つに分けられる。一つは鍛冶炉内で熱した

鉄塊、鉄板を鉄床石上で鍛打する作業である。もう一

つは鉄製鏨を用いて鉄床石上で鉄板を切断する際に、

鏨頭部を打撃する作業である。前者は鉄板の直接鍛打

であり、後者は間接打撃用と分類することができよう。

ただし、前者の石鎚の中には端部が敲打によって白く

破砕している部分があり、被熱時の作業以外でも敲打

に使用されていたようである。これに対して、少なく

とも SB256 に関していえば後者は被熱時の作業には

用いられていない。したがって、前者は後者を兼ねる

が、逆はないということができる。

　鉄床石には一般の住居址で発見される石皿のような

大型の石が用いられており、強い被熱、鉄錆の嵌入等

を除くと石材自体には大差がない。また断口も被熱し
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ていることから、作業中に割れて以降も使い続けられ

たことを示している。

　以上のことより、石器を多用した弥生時代の鉄器生

産像を描くことができる。

　しかし、このイメージだけでは十分ではない。鉄板

の切断のような単純作業であれば上述の石鎚と鉄床石

で十分に対応できると考えられるが、本遺跡でも多数

出土している端部を折り曲げ、しかも横断面が方形と

なるように折り曲げて作られた袋部をもつ鍛造鉄斧

が、果たしてこのような道具のみで製作可能であろう

か。袋部の空間を確保する内型、そして、より細かな

鍛打ができるような鎚がなければ無理ではないかと考

える。こう考えるとき、板状鉄斧や平板な鉇、そして

鏨切りを多用した鉄鏃等、平板な鉄器を使用する地域

では、鍛冶遺構の密度、鍛冶炉の相違だけでなく、鍛

冶具自体の組成も異なっていたと推測される。現状の

出土資料のみではこれ以上の論及はできないが、これ

もまた今後の検討課題といえよう。

3-2　鉄片

　さて、二子塚遺跡の鍛冶工房（SB153、SB256）内

で特に具体的に解明することができた鍛冶の工程は、

鏨を用いた鉄板の裁断であった。このことは最後に行

われた鍛冶作業においてこの工程が多かったことを示

しており、鍛打や鍛延等の工程で作業が終わり、その

まま遺棄されていたのであれば当然工房に残される副

産物の内容も変わっていたであろう。特に顕著であっ

たのは、様々な形状の三角形を呈した鉄片であった。

極小の三角形鉄片は無茎式五角形鉄鏃の鋒や摘鎌の

袋折り返し部下端の成形時に、また、中型三角形鉄片

は鋤先の袋折り返し部下端の成形時に生じたものと推

測された。しかしながら、鉄片の大きさや形状はこう

いった想定をはるかに超えるバリエーションを有して

おり、想定の及ばない切断法や造形法があったのであ

ろう。叉状鉄片は先端部（鋒）をもつ鉄器を連続的に

成形する際に生じたと考えられるが、その製品の候補

としては鉄鏃や鉇が最も考えやすい器種である。横断

面を見ると緩やかに湾曲しているものも多く、それら

は裏すきを有する鉇の製作時の残片である可能性が高

い。ということは、裏すきを作るべく、一旦、長条形

素材を湾曲させたうえで先端を切断したということに

なろう。ただし、叉状鉄片は左右の脚長が異なり、非

対称形を呈しているものも多く、そうなる必然性につ

いてはまだ理解できない。この他、長条形の鉄片や、

やや厚みのある棒状の鉄片等、鏨による裁断で生じた

様々な鉄片が出土しているが、これらから詳細な技術

や製作しようとした器種を限定するにはまだまだ多く

の時間が必要である。

　ところで、裁断で生じたと考えられるこれらの鉄片

は、平面上、直線的な切り落としのラインが認められ

るのであり、立体的な特徴、すなわち段差や反りと

いった形状はほとんど見られない。この点の解釈に関

しては、調査期間中に訪問した、まだ開所間もない人

吉クラフトパーク石野公園（人吉市所在）の鍛冶工房

における調査所見が大変有意義であった。ナイフ製作

を見学したのであるが、この工房では鋒形成時に鏨切

りが採用されていた。その際、三角形鉄片の生成に遭

遇したが、その三角形鉄片の切断部には縁辺に併行す

る明瞭な稜線、ないしは段差を認め得たのである。こ

の作業は素材を熱するのではなく、冷めた状態で行わ

れており、いわゆる冷間作業であった。この他、整理

作業中に観察させていただいた愛媛県伊予郡松前町出

作遺跡出土の鉄板裁断片（三角形鉄片）にも明瞭な裁

断痕跡を確認したが、これも冷間作業の結果であろう。

おそらく、二子塚遺跡の鍛冶遺構出土の鉄片にこのよ

うな特徴が認められない理由は、鏨切り直前まで鉄板

が炉内で熱せられていたために、切断直後の鉄板がま

だ熱を有しており、そのため鉄板の縁辺が表面張力で

膨れ、稜線や段差が見えなくなったのではないか、と

推測する。おそらくは鏨自体も対象物とはほとんど変

わらない硬度であろうから、鏨と鉄板とに温度差を設

けるような技術が必然であったのであろう。この所見

が弥生時代の鉄器生産において普遍的なものかどうか

は、その他の資料の観察を経て判断したいが、時代的

な特徴として十分に検討する価値があるものと思われ

る。

3-3　微小鉄片

　A 型鉄片をはるかに超える量が検出された B 型鉄

片、つまり微小鉄片は大澤正己氏の金属学的分析を
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もってしてもその性質や由来が判明しなかった。古墳

時代以降の鍛冶工房で発見される微小遺物の代表であ

る鍛造剥片や粒状滓とは肉眼観察によっても明らかに

異なっている。しかし、この種の微小鉄片類は菊池郡

大津町西弥護免遺跡や熊本市山尻遺跡等の鍛冶遺構で

も発見されており、鍛冶遺構出土品ではないが阿蘇郡

阿蘇町下山西遺跡でも確認している。これらは鉄器の

錆片ではないか、との疑問をしばしば投げかけられる

が、内部が黒芯化し通常の鉄器より遺存状況がよいこ

と等から、錆片との指摘はあたらない。したがって何

らかの鍛冶工程で生じた鉄片であることは疑いない。

この微小鉄片の性質を解明することは弥生鉄器生産技

術の特性を明らかにすることにつながると確信してい

るが、今後、理化学的な分析方法を含めて検討を続け

たい。

3-4　鉄滓

　鉄滓は鍛冶遺構 SB256 より 1 点、環壕より 3 点出

土した。

　SB256 出土鉄滓は鍛錬鍛冶滓と判断されたが、そ

の内部に鍛造剥片をかみ込んでおり、鉄塊や鉄板の表

面を半熔融状態にする程度の鍛冶ができた、と大澤氏

により指摘されている。同時に、SB256 出土資料の

中には表面にしわを残す不定形鉄片や熔着した鉄片類

も含まれていた。したがって、大澤氏の指摘とおり、

鉄滓を絞り出し、鍛造剥片を生じ、また、表面を沸か

して鉄板どうしを熔着させるほどの鍛冶技術があった

のである。二子塚遺跡の出土品ではないが、この鍛接

技術は製品にもしばしば認めることができる。しかし、

鍛冶遺構においてこの技術が確認できたことは、鉄板

の裁断片や失敗品等を熔着させて新たな素材を生成し

ていた可能性を示唆しており、とりわけ重要である。

鉄板や鉄塊が大型であればその鍛接は容易ではなかっ

たと思われるが、SB256 内で検出されているような

鉄片程度であれば可能であったのであろう。高温の操

業と、鉄板を熱して鏨で裁断したり、折り曲げたりと

様々な工程が一つの鍛冶炉を用いて行われていたので

ある。

　なお、その他 3 点の鉄滓は環壕内で、埋土の下半

部からまとまって出土した。この出土地点は鍛冶遺構

SB262 から北東に 15m ほどしか離れていない。これ

らも鍛錬鍛冶滓と結論づけられているが、鉄滓を生成

するほど高温の鍛冶が SB262 でも行われ、SB262 で

生成された鉄滓が環壕に廃棄された、とも考えること

ができる。

4　鉄素材とその供給問題

　方保田東原遺跡より出土した三角形鉄片が鉄素材で

あるという評価〔中村他 編 1982〕が妥当ではなく、

鉄板の裁断片であることは既に示したとおりである。

しかし、鍛冶工房 SB256 の能力があれば、再熔融、

沸かし付けをして新しい素材への転換が可能であっ

た。これは副産物のリサイクルであり、三角形鉄片が

鉄素材であることを肯定するものではない。

　大澤氏の金属学的分析結果によれば、鉄製品も鉄板

の裁断片も塊錬鉄で、炭素分がかなり低い軟鋼が多い

という点が明らかにされている。具体的に長条形の鉄

素材が想定されているが、問題はその形態で二子塚遺

跡に受容されたのか、あるいは広く流通していたのか

という点である。形態は異なるが、他の遺跡の鍛冶関

連遺物の中にも様々な形態の板状鉄製品があり、同じ

問題を共有している。そしてまさに岡崎敬氏が掲げた

「弁辰鉄」につながる板状鉄素材の問題とも関連する

〔岡崎 1956〕。

　しかし、その判断は慎重にならなくてはならない。

大澤氏が示したように塊錬鉄、軟鋼という素材は必ず

しも板状の形態をとる必要性はなく、塊状でも問題

ない。また二子塚遺跡で鉄滓が出土していることか

ら、ある程度不純物を絡めた鉄塊が受容されたことも

考えられる。舶載鉄素材としての評価はもっと多様で

あってよい。さらに九州北半地域で弥生時代後期中葉

以降に鉄器が増加する現象の背景として、塊錬鉄を生

産する程度の原始的な製鉄を想定する余地を残してお

きたい。弥生時代の鉄素材としては舶載素材が主流で

あり、また本格的な製鉄が古墳時代後期に開始するこ

とはまったく否定しない。しかし、下山西遺跡におけ

る菱鉄鉱製の鉄製品等、朝鮮半島では確認されない鉄

の発見は今後も続くものと思われる。次代に継承され

ず、淘汰された原始的な製鉄の可能性を想定しておき

たい。
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12　まとめ
　二子塚は縄紋時代、弥生時代、古墳時代及び古代の遺構と遺物から構成された複合遺跡

である。主な遺構は、縄紋時代早期の集石 3 群、縄紋時代晩期の埋設土器 2 基、弥生時

代中期の甕棺墓 6 基、弥生時代後期の住居 267 軒、条溝 1 条、古墳時代後期の円墳 4 基、

古代の掘立柱建物 18 棟、柵列 3 条である。

　縄紋時代早期の集石 3 群には押型紋土器が共伴し、

縄紋時代晩期の埋設土器 2 基には黒川式粗製深鉢が

用いられている。この他、石槍、石鏃等の打製石器が

出土した。

　弥生時代中期の墓葬は、甕棺墓 6 基で構成される。

内訳は、大型甕棺単棺葬 1 基、合せ口甕棺葬 5 基（小

型甕棺 1 基、中型甕棺 2 基、大型甕棺 2 基）である。

各甕棺の型式は、橋口編年 K Ⅱ c 式期から K Ⅲ b 式

期併行の段階に位置し、所謂「須久式」大型甕棺及び

黒髪式小型甕棺とが含まれる。なお、いずれの墓葬か

らも人骨、副葬品等、棺体以外の遺物は確認されなかっ

た。

　弥生時代後期の集落は、条溝１条が集落を画し、条

溝内に住居 267 軒、円形周溝 2 基等が位置する。条

溝外に遺構は確認されていない。条溝には陸橋部があ

り、ここを出入口として南西方向に道路と考えられる

無遺構地帯が伸びている。出土土器は、台付甕の変遷

を中軸として 7 段階に編年され、弥生時代後期中葉

から弥生時代終末期に位置付けることができる。集落

は、後期中葉の出現時には条溝を構えず、条溝の掘削

後に住居数の増加、鍛冶工房の保有等の展開を示す。

後期後葉に最盛期を迎え、終末期には住居数が激減し

て終焉を迎える。

　この弥生時代後期の集落の特徴は、多量の鉄製品と

鍛冶工房の保有である。

　鍛冶工房以外から 339 点の鉄製品が出土した。器

種の判明するものは破片を含めて 250 点、不明なも

のが 89 点ある。その内訳は、素環頭短剣 1 点、小型

短剣形鉄製品 3 点、鉄鏃 78 点、袋状鉄斧 13 点、鉇

30 点、刀子 24 点、棒状鉄器 37 点、方形板鍬先 3 点、

鉄鎌 13 点、摘鎌 31 点、その他 17 点である。

　集落内では 4 軒の鍛冶工房が確認された。いずれ

も集落縁辺部に位置し、集落の展開期から最盛期にか

けて営まれた工房である。鍛冶工房には瓢箪形を呈す

る鍛冶炉又は地床炉が備わり、石鎚、鉄床石、砥石等

の石器、少量の鉄製品と多量の鉄破片が出土している。

鍛冶の形態は、鏨を使用した切断、低温の炉を用いた

加熱、石鎚、鉄床石を用いた鍛打、砥石を用いた研磨

が想定され、鏨以外はすべて石器を用いるところに特

徴がある。

　古墳時代後期の円墳 4 基は、すべて墳丘が滅失し

ており、その残存度は低い。周溝のみが確認できたも

の 1 基、周溝と主体部が確認できたもの 2 基、主体

部のみ確認できたものが 1 基である。各円墳の主体

部はすべて西側に開口していると考えられる。主体部

が判明する古墳は、コの字形屍床を有する割石積横穴

式石室、赤彩された石障を有する割石積横穴式石室各

1 基であった。直刀、刀子、鉄族、素環轡、耳環といっ

た金属製品、土師器及び須恵器の他、馬歯が出土して

いる。いずれも 6 世紀代の古墳と考えられる。

　古代の遺構は、18 基の掘立柱建物と 3 条の柵列が

検出された。5 × 3 間の二面庇付、3 × 3 間の妻庇付、

5 × 2 間の屋内棟持柱付掘立柱建物と 3 条の柵列が

凝集した区域を中心とした配置がなされ、須恵器、土

師器の他、「吉」の墨書土器、布目瓦、鞴羽口が出土

している。しかし、遺構は累重せず単期の様相を示

し、掘立柱建物の柱穴も直径 50cm 程度と貧弱である。

銙帯、石帯、硯等は確認されていない。概ね 9 世紀

代に属すると考えられる。

　以上のように、二子塚では同一の地に複数時期に大

規模集落が断続的に展開し、その合間を縫って一定の

格を備えた墓葬も複次的に営まれている。このような

人文履歴が形成された要因は、二子塚の位置に求める

ことができよう。

　自然環境においては九州を二分する臼杵－八代構造

線に隣接し、九州脊梁山地と熊本平野との境界に位置

する。人文環境においては北部九州に中心を置く文化

の南限を担う一方、阿蘇等、九州脊梁山地の文化要素

も併せ持っている。謂わば、里と山との境界に位置す

る遺跡、といってよい。

　二子塚は、境界に位置する遺跡である。
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写真図版

写真図版 1

上　二子塚全景（北東から）

下　二子塚全景（北西から）

写真図版２

左　SJ 6　完掘状況

　　SJ 7　完掘状況

　　SJ 1　完掘状況

　　SJ 2　掘削状況

　　SJ 3　掘削状況

右　SJ 4　完掘状況

　　SJ 5　完掘状況

　　SJ 8　完掘状況

　　SD 2　完掘状況

　　SD 5　完掘状況

写真図版 3

左　条溝　西半部

　　条溝　中央部

　　条溝　陸橋部（南から）

　　条溝　陸橋部（東から）

　　条溝　土層断面

（C-C’ 地点）

右　SB 47　完掘状況

　　SB 48　完掘状況

　　SB 51　完掘状況

　　SB 53　完掘状況

　　SB 55　完掘状況

写真図版 4

左　SB 75　完掘状況

　　SB 78　完掘状況

　　SB 79　完掘状況

　　SB 80　完掘状況

　　SB 81　完掘状況

右　SB 86　完掘状況

　　SB 87　完掘状況

　　SB 92　完掘状況

　　SB 92　遺物検出状況

　　SB 95　遺物検出状況

写真図版 5

左　SB 97　完掘状況

　　SB 101　完掘状況

　　SB 103　完掘状況

　　SB 104　完掘状況

　　SB 118　完掘状況

右　SB 120　遺物検出状況

　　SB 120　完掘状況

　　SB 123　完掘状況

　　SB 148　完掘状況

　　SB 149　完掘状況

写真図版 6

左　SB 152　完掘状況

　　SB 192　完掘状況

　　SB 205　完掘状況

　　SB 207　完掘状況

　　SB 209　完掘状況

右　SB 215　完掘状況

　　SB 217　完掘状況

　　SB 223　完掘状況

　　SB 218　完掘状況

　　SB 224　完掘状況

写真図版 7

左　SB 121　遺物検出状況

　　SB 121　完掘状況

　　SB 153　完掘状況

　　SB 153　完掘状況

　　SB 153　炉 完掘状況

右　SB 153　炉 完掘状況

　　SB 256　完掘状況

　　SB 256　完掘状況

　　SB 262　遺物検出状況

　　SB 262　石器出土状況

写真図版 8

左　SB 192 出土土器（Ⅰ段階）

　　SB 211 出土土器（Ⅱ段階）

　　SB 84 出土土器（Ⅲ段階）

（写真図版８）

左　SB 217 出土土器（Ⅳ段階）

　　SB 92 出土土器（Ⅴ段階）

右　SB 162 出土土器（Ⅵ段階）

　　SB 103,104 出土土器（Ⅶ段階）

　　台付甕（Ⅰ , Ⅱ段階）

　　台付甕（Ⅲ , Ⅳ段階）

　　台付甕（Ⅴ , Ⅵ , Ⅶ段階）

写真図版 9

左　ジョッキ形土器

　　重弧紋（ジョッキ形土器）

　　重弧紋（壺口縁部）

　　免田式土器（側面）

　　免田式土器（俯瞰）

右　描画土器（稲穂）

　　描画土器（連続山形紋）

　　青銅鏡片 , 管玉 , 勾玉

　　鍛冶道具（鉄床石 , 石鎚）

　　鍛冶道具（石鎚）

写真図版 10　鉄器（素環頭短剣 , 無茎鏃）

写真図版 11　鉄器（無茎鏃 , 有茎鏃）

写真図版 12　鉄器（袋状斧 , 刀子 , 棒状鉄器）

写真図版 13　鉄器（鉇）

写真図版 14　鉄器（方形板鋤先 , 鉄鎌 , 摘鎌）

写真図版 15　鉄製品（三角形鉄片 ,A 類鉄片 ,

鉄滓 ,B 類鉄片）

写真図版 16

左　SD 1　完掘状況

　　SD 3　完掘状況

　　SD 4　完掘状況（周溝）

　　SD 4　完掘状況（主体部）

　　SD 1 出土土器

右　二子塚古墳（主体部）羨道から

　　二子塚古墳（屍床部）奥壁から

　　二子塚古墳（玄門部）奥壁から

　　二子塚古墳（玄門部）羨道から

　　SD 4 出土土器



上　二子塚　全景　北東から

下　二子塚　全景　北西から
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