
第46図　鍛冶滓の顕微鏡組織・EPMA調査結果
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第Ⅶ章　調査のまとめと考察

第１節　地形環境の形成
　大久保遺跡の近隣では、鈴山遺跡のように縄文時

代中期に高位段丘上に集落が形成されているが、縄

文時代後期～晩期の集落形成の状況については不明

である。

　一方、大久保遺跡においては明確な縄文時代の生

活痕跡は検出できていないが１）、縄文時代後期～晩

期の遺物が散在的に出土しており、この時期には付

近の扇状地上で人間の活動が行われていたことが窺

われる。

　そこで、大久保遺跡第３次調査において確認され

た、縄文時代後期以前に堆積したと推定される土層

を対象として自然科学分析を行い、この付近におい

てどのように地形環境の形成が進んでいたのかを検

討した。

①黒色土層の堆積時期と堆積環境

　第３次調査では、中世の遺構面以下に黒色土層が

２層存在していることが判明したため（東壁第12・

16層）、現地表面付近に堆積した黒ボク土（東壁第

４層）と合わせて土壌の自然科学分析を行い、地形

環境の形成過程を明らかにすることを試みた。分析

の詳細は第Ⅵ章に記載した通りであり、第14表にも

簡単にまとめた。

堆積時期　第４・12・16層すべてにおいて、イネ科

の植物珪酸体が多く検出され、比較的乾燥した草地

環境のもとで生成した土壌であると考えられた。ま

た、テフラ粒子はほとんど検出されていない。

　こうした点は、これまでの東海地方の黒ボク土の

分析結果とも一致するものである。したがって、外

見から明らかに黒ボク土とみられる第４層以外の第

12・16層についても、黒ボク土と似た環境下におい

て生成した土壌と推測できる。

　注目されるのは、少量ながら第12層から鬼界アカ

ホヤ火山灰（6,300BP）に由来するテフラ粒子が検

出されていることである。この点から、第12層及び

第４層の堆積時期は、鬼界アカホヤ火山灰の降下以

降に絞り込むことができる。

　三重県内では、大紀町野添大辻遺跡２）や大台町出

張遺跡３）など複数の遺跡で、黒ボク土中から鬼界ア

カホヤ火山灰が検出されている。中でも野添大辻遺

跡では、黒ボク土層中における鬼界アカホヤ火山灰

の検出層位から、黒ボク土の堆積は鬼界アカホヤ火

山灰の降灰以前にある程度進んでいたと想定されて

いる４）。

　こうした点からみれば、第４層よりも下位に堆積

した第12層は、鬼界アカホヤ火山灰の降灰までに堆

積が進んでいた黒ボク土に由来するものと考えられ

る。

　それよりも下位に堆積している第16層について

は、テフラ粒子が検出されず、形成された時期につ

いては不明であるが５）、土壌の質感等は第12層に類

似しており、やはり黒ボク土に由来すると考えてお

きたい。

堆積環境　これらの黒ボク土あるいはそれに由来す

る土層は連続的に堆積しておらず、間に砂礫層ない

し砂質土層を挟んでいる。このことからは、黒ボク

土が堆積する過程で、こうした砂礫を主体とする土

壌が堆積するような状況があったことが窺われる。

第14表　土壌分析結果一覧表

層位 花粉 植物珪酸体 珪藻 テフラ

第４層
イネ科・ヨモギ属主体、
ソバ属あり

メダケ属主体、イネ・ススキ
属あり

ほとんどなし ごくわずか

第12層 ほとんどなし メダケ属主体
陸生珪藻主体、流水不定性種
少量

鬼界アカホヤ火山灰少量

第16層 ほとんどなし メダケ属主体 ほとんどなし 検出されず

　�76�　



　第16層において花粉・珪藻ともにほとんど検出さ

れなかった要因としては、花粉が分解されるような

乾燥した環境下にさらされていたためと考えられる

が、その他にも、短期間のうちに堆積し、堆積後す

ぐに上面が別の土層によって覆われた可能性や、堆

積後に何らかの撹拌を受けている可能性なども考え

られる６）。

　また、第12層において、陸生種とともに流水不定

性種の珪藻が一定程度検出されていることからは、

この層が形成された時期に、乾湿を繰り返すような

環境であったことが示唆されている。花粉の検出量

が少ないことや、検出された珪藻が破片化している

率が高いことを鑑みれば、第12層は流水などを伴う

黒ボク土の二次堆積ではないかと推定される。

　このように考えれば、第16層についても、やはり

黒ボク土の二次堆積とみることができる。第12・16

層には第４層にはみられない砂礫が含まれているこ

とも、これを傍証するだろう。

②地形環境の形成

　以上のように、自然科学分析の結果からは、大久

保遺跡付近では、縄文時代前期頃の黒ボク土の堆積

過程において、堆積し始めた黒ボク土が流れ込み、

その上面を砂質土が覆う状況が繰り返されたことが

推定できる。

　これには、付近を流れる竹谷川及びその支流の氾

濫などが関係していると考えられる。土石流に通常

含まれているような大きな礫は第12・16層付近の土

層に含まれていないが７）、鈴鹿山脈のように花崗岩

帯を発生源とする土石流は砂を主体とする場合があ

ることが知られているため８）、付近で発生した土石

流が関係している可能性も考えられるだろう。第14

層から上方の第13層に向かって、やや砂礫が粗くな

る傾向が認められる箇所があることや、第12層・16

層では南北方向に側方変化が認められることなどか

らは、これらの土層を土石流様の堆積物であると捉

えられるかもしれない９）。

　その後、縄文時代中期以降に土地が安定し、第３

次調査で地山とした褐色粘質土（第８層等）が堆積

し、さらにその上部に改めて黒ボク土が堆積したと

いう状況が復元できるだろう。

　扇状地は、縄文時代以前からの土石流などの自然

作用により徐々に形成されてきたものであるが、黒

ボク土の堆積が進んでいく鬼界アカホヤ火山灰の降

下に前後する時期に、河川の氾濫や土石流が数度に

わたって発生し、それが大久保遺跡付近の地形環境

が現在に近いものとなる要因の一つとなったと推定

される10）11）。

註

１）第２次調査で竪穴住居の可能性がある不整形な土坑が検出

されているが、遺構として確実なものではない。

２）三重県埋蔵文化財センター『野添大辻遺跡（第２次）発掘

調査報告』　2015。

３）大台町出張遺跡調査会『出張遺跡調査報告書』　1979。

４）櫻井拓馬「Ⅵ総括　１．縄文早期の年代と古環境」『野添大

辻遺跡（第２次）発掘調査報告』　三重県埋蔵文化財センタ

ー　2015。

５）第16層は鬼界アカホヤ火山灰降灰以前に堆積したと考える

なら、黒ボク土層中位を鬼界アカホヤ火山灰の降灰層準とし

た野添大辻遺跡の状況とも整合的といえよう。

６）こうした堆積環境の場合、土層中に含まれる花粉・珪藻の

量が僅少となったり、珪藻が破片化し検出数が減少する可能

性がある。本報告において自然科学分析を行った、一般社団

法人文化財科学研究センターの金原正子氏及び金原裕美子氏

からのご教示による。

７）第12・16層付近の砂礫層に含まれる礫は、大きくても直径

１～1.5㎝ほどの礫である。

８）増田富士雄・田村亨・冨井眞「砂質土石流堆積物の粒度特

性－京都大学理学部構内の弥生時代の砂層（黄色砂）－」『京

都大学構内遺跡調査研究年報　2000年度』　京都大学埋蔵文

化財研究センター　2005。

９）増田富士雄「神戸市兵庫区祇園遺跡で観察された土石流と

土砂流堆積物」『祇園遺跡第17・18次発掘調査報告書』　神戸

市教育委員会　2016。

10）兵庫県神戸市祇園遺跡でも、6,200～6,140BP前後に土石流

が発生したことが指摘されている。

　神戸市教育委員会『祇園遺跡第17・18次発掘調査報告書』　

2016。

11）縄文時代頃の地形環境の形成に関わる視点として、今後、

扇状地における砂礫土層の粒度分析等も必要かもしれない。
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第２節　大久保遺跡の中世集落の様相

①存続時期

第１次調査の遺構と遺物　昭和57年度に行われた第

１次調査では、掘立柱建物７棟以上、竪穴建物と思

われる方形土坑３基、井戸１基、石組遺構１基のほ

か、多数の溝や土坑が検出されている（第47図）。

これらの遺構は鎌倉時代後半期～室町時代のものと

されているが１）、第１次調査で出土した遺物はこれ

まで未報告であったため、詳細な時期については不

明であった。

　そこで、今回の報告に際して第１次調査において

出土した遺物の一部を図化し、第48図に掲載した２）。

　１・２は土師器小皿である。１は口縁部外面をヨ

コナデし、口縁端部はやや肥厚する。２は非常に浅

第47図　大久保遺跡第１次調査区全体図（1:360） ※『大久保遺跡発掘ニュース』№２より一部改変の上転載
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い。口縁外面をヨコナデしている。１は13～14世紀

代、２は12世紀代のものと考えられる。

　３はロクロ土師器小皿である。口縁部は直線的に

外方へひらく。底部外面には糸切り痕が残る。12世

紀代のものと考えられる。

　４は土師器内耳鍋である。口縁部付近は受け口状

になっており、外面には１条の沈線が施される。底

部は平底に近く、底部と体部との境は強く屈曲する。

口縁部内面の向かい合う２カ所には、半環状の内耳

を貼り付けている。内耳を貼り付けた後に、孔に横

方向に棒を通し、孔を円形に整形している。内面に

は丁寧なヨコミガキが施されており、外面にはスス

が付着する。器形は鉄鍋を忠実に模倣しており、15

世紀代のものと考えられる３）。

　５は山皿である。高台を持たない。底部と体部の

境目は明瞭に屈曲する。

　６～14は山茶碗である。ほとんどが高台を持たな

いか、退化した粗雑な高台を持つもので、７のみが

しっかりした高台を貼り付けている。いずれも法量

は小さく、13世紀後半～14世紀前半のものである。

なお、９の底部外面には墨書と思われる痕跡がみら

れるが、判然としない。

　15・16は陶器鉢と思われる。15は粗雑な高台が剥

がれた痕跡を残しており、山茶碗の可能性もある。

　17は陶器擂り鉢である。瀬戸産とみられ、赤灰色

の泥漿がかけられている。口縁部は内側へ屈曲する。

擂り目は８～13本を一組として７箇所に施されてい

る。15世紀後半のものである。

　18・19は陶器壺である。18は小型の壺で、口縁部

は直立し、口縁端部はやや肥厚する。肩部にはヘラ

状工具による連続押圧痕がみられる。19は常滑産の

広口壺で、口縁部を外面に折り返す。15世紀後半～

16世紀前半のものである。

　以上のように、第１次調査で出土した遺物の大半

は13世紀後半以降のものであり４）、このことから、

検出された遺構のほとんどは鎌倉時代後期～室町時

代のものと考えられる。

地点による時期差　これに対して、第３次調査にお

いて検出された遺構は、いずれも平安時代末～鎌倉

時代前期に収まり、出土遺物にも第１次調査で出土

した遺物と同じ時期のものはほとんどみられないこ

とから、第１次調査で検出された遺構群と、第３次

第48図　大久保遺跡第１次調査出土遺物実測図（1:4）
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第49図　大久保遺跡遺構分布図（1:2,500）
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調査で検出された遺構群の間には、ある程度の時期

差が想定される。

　こうした時期差の存在からみて、第１次調査地点

と第３次調査地点の掘立柱建物群は、別の集落と考

えることができる。第２次調査及び第２・３次調査

に先立つ範囲確認調査の結果から、第１次調査地点

と第３次調査地点との間に遺構が希薄な地区がある

と想定されることも、これを裏付ける（第49図）５）。

　したがって、まず第３次調査地点付近に集落が形

成され、それが廃絶する前後の時期に、第１次調査

地点付近に集落が形成されていった可能性が想定で

きる。

②集落の景観とその変遷

　現在のところ、大久保遺跡では奈良時代や平安時

代前～中期に遡る遺構や遺物は、ほとんど確認でき

ない。したがって、大久保遺跡における集落の形成

は、第３次調査地点の掘立柱建物群に始まると考え

られる。

　第３次調査で検出された掘立柱建物については、

側柱建物のＳＢ302から出土した遺物がやや古いこ

とや、総柱建物と側柱建物とで主軸方向がやや異な

ることから、側柱建物の方が古い可能性もある。た

だし、重複する建物はなく、時期的な前後関係は遺

構の検出状況からは判断できない。逆に、重複も近

接もせず間隔をあけて存在することから、ある時期

には併存していたと考えることもできよう。

　また、第３次調査区の北東側にも掘立柱建物が建

っていた可能性があるが、範囲確認調査の結果や、

調査区から50ｍほど北東には竹谷川が流れているこ

とからみて、多くの建物が存在したとは考えがたい。

竹谷川支流より北側についても、近畿自動車道名古

屋神戸線建設事業にかかる調査によって、遺構がほ

とんどないことが確認されている。

　こうしたことから、第３次調査で検出された掘立

柱建物群は、大型の総柱建物を中心とした少数の建

物からなる、一つのまとまりを形成していると考え

ておきたい。大久保遺跡に当初形成された集落は、

少数の掘立柱建物によって構成される小さなまとま

りで、いわゆる小村に近い様相を呈していたと推定

される６）。

　この集落は、掘立柱建物に明確な建て替え痕跡が

なく、出土遺物の時期も限られていることから、平

安時代末～鎌倉時代前期の短期間のうちに消長した

ものと考えられる。

　その後、鎌倉時代後期～室町時代にかけて、第１

次調査地点付近を中心に、やや多くの掘立柱建物が

集まるような様相を見せる。この集落は、北東の現

在の潤田集落方面ではなく、西側へ広がるとみられ

る７）。建物群を画するような溝が複数掘られ、井戸

や石組遺構も存在する点は、第３次調査地点の様相

と異なっており、集落としての形態が変化している

ように見受けられる。

　16世紀代に入ると、第１次調査地点の集落も解体

していく。第３次調査地点では、集落廃絶後の生活

痕跡が非常に希薄であり、第２次調査地点において

も同様の状況が確認できる。大久保遺跡の大部分は、

畑地化もしくは荒れ地化したようである。

　一方で、この頃には千種越など近江方面への交通

路が発達し、大久保遺跡の西方にも千種城など街道

を意識して造られたとみられる中世城館がいくつか

存在している。遺跡の状況から明確に示すことはで

きないが、現在の潤田の集落あたりに街道を中心と

した集村が形成され、江戸時代そして現代へと続い

ていくものと推測される。

註

１）菰野町教育委員会『大久保遺跡現地説明会資料』　1983。

２）菰野町教育委員会のご厚意により、実測を行い、本書に掲

載した。

３）関東地方の上野・武蔵地域で多くみられる内耳鍋とも似る

が、土師質である点などが異なるため、東海地方でも時折み

られる忠実な鉄鍋模倣のものとした。

　浅野晴樹「東国における中世在地系土器について－主に関東

を中心にして－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第31集　

国立歴史民俗博物館　1991、金子健一「羽釜の軌跡－中世東

海の土製煮炊具をみる新視角－」『中世の伊豆・駿河・遠江

－出土遺物が語る社会』　高志書院　2005。

４）第48図に掲載した以外にも10～20点程度の山茶碗や土師器

等の遺物が菰野町教育委員会に保管されているが、主なもの

は本書に掲載した。掲載していない遺物も、概ねここで報告

した遺物と同様の時期のものである。なお、現地説明会資料
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によれば瀬戸産陶器皿や青磁、銭貨等も出土しているとされ

るが、それらの遺物の所在は今回確認できなかった。

５）範囲確認調査の調査坑については座標に基づく記録をとっ

ていないため、第49図に示した位置には多少のずれがある。

６）広瀬和雄「中世村落の形成と展開－畿内を中心とした考古

学的研究－」『物質文化』50　物質文化研究会　1988、金田章

裕『微地形と中世村落』　吉川弘文館　1992。

７）第１次調査Ａ地区北東側で平成19年度に菰野町教育委員会

によって行われた範囲確認調査ではピットが検出され、山茶

碗や15～16世紀代の土師器羽釜等が出土しているが、遺構・

遺物の密度は低いと判断されているようである。

第３節　掘立柱建物の構造と位置づけ
　掘立柱建物については、柱穴のみが検出されるこ

とが通有であり、その上部構造を知ることは困難で

ある。中世の建物については絵巻物等に描かれてい

るものも多く、そうしたものから検出された遺構の

上部構造について推定することも可能であるが、検

出された遺構から建物の上部構造について推定する

手がかりを得ることも必要と思われる。

　そこで、大久保遺跡第３次調査では、検出された

掘立柱建物のほとんどの柱穴の土層断面図を作成

し、柱穴に関する情報をできるだけ多く収集するよ

う努めた。このデータを利用して、総柱建物である

ＳＢ310とＳＢ314の２棟について、柱穴の規模、柱

穴底面の標高、柱痕あるいは柱の抜き取り痕の有無

について整理し（第15表）、これを元に掘立柱建物

の上部構造に関する手がかりを得ることを試みた。

①ＳＢ310

柱穴の規模と深さ　柱穴の規模をみると、一定のま

とまりを示しており、似たような規模のものが多い

ことが分かる（第50図）。柱穴は適当に掘られたの

ではなく、一定の規格を念頭に掘られていたと考え

られる。

　一方、それらよりも大きい一群と小さい一群も存

在する。大きい一群については柱の抜き取りによる

影響を考える必要もあるが、小さい一群については、

そこに立てられた柱の機能の違いを示す可能性もあ

るだろう。

　また、柱穴底面の標高をみると、76.83～76.96ｍ

の13㎝の間に集中しており、柱穴は底面の高さを揃

えて掘られていることが分かる（第50図）。ただし、

少数のみ浅い一群と、深い一群が存在する。

柱穴の状況と建物構造　これらの情報を、柱痕や抜

き取り痕の有無とともに掘立柱建物の模式図上に示

した（第50図）。

　これをみると、深い柱穴はＰ４～24の柱筋に集中

している。このうち、Ｐ４・９は柱痕状の土層が確

認でき、柱の抜き取りが行われていたとしても、柱

穴の規模や深さを大きく変えるようなものではなか

ったと考えられるため、元から深く掘られていた蓋

然性が高い。

　深い柱穴が柱をしっかり立てるためのものであっ

たとすれば、この柱筋が、屋根など上部構造を支え

る上で重要な役割を果たす柱通りであった可能性が

ある。柱上の梁の配置などを考える上で参考になる

かもしれない。

　一方で、浅い柱穴はＳＫ307・308付近にみられ、

これら土坑の存在と何らかの関係があるとも考えら

れる。壁部分にあたるＰ６も浅いことから、一概に

束柱であったとは言いがたいが、屋内に何らかの機

能を持った土坑を設けるため、建物もそれに合わせ

た構造となっていた可能性を指摘しておきたい。

　なお、Ｐ13は小規模で浅い上に、柱筋も通ってお

らず、他の柱と同様の柱であったとは考えにくい。

束柱であるとも考えられ、この柱付近に広めの空間

が設定されていた可能性が考えられる１）。

②ＳＢ314

柱穴の規模と深さ　ＳＢ314の柱穴の規模は、ＳＢ

310よりもややばらつきがあるものの、一定のまと

まりを示す（第50図）。柱穴には土層断面に柱の抜

き取り痕跡が明瞭に観察できるものが多いことから、

こうした点が影響している可能性もある。

　そして、ＳＢ310と同様に、それらよりも大きい

一群と、小さい一群とが存在するが、大きい一群は

他の柱穴との規模の差がそれほど明瞭ではない。

　また、柱穴底面の標高をみると、77.14～77.35ｍ

　�82�　



第15表　ＳＢ310・314柱穴一覧表

ＳＢ310

柱穴
番号

底面標高
（ｍ）

柱穴規模
柱痕 抜き取り痕 備考

長径（㎝） 短径（㎝） 平均（㎝）
P1 76.87 39 35 37 × △
P2 76.88 43 38 40.5 ― ― 土層図なし
P3 76.83 42 36 39 △ △ 抜き取り痕の可能性高いか
P4 76.77 36 32 34 ○ ×
P5 76.85 37 35 36 × ○
P6 77.05 36 34 35 × ○
P7 77.04 37 33 35 × △
P8 76.90 40 33 36.5 ○ ×
P9 76.68 39 32 35.5 △ × 柱痕底まで達せず
P10 76.94 30 24 27 × ○
P11 76.93 51 40 45.5 ○ × 底面段状
P12 76.88 41 32 36.5 × ○
P13 77.18 32 28 30 × × 柱の通りやや悪い
P14 76.89 43 35 39 × ○
P15 76.90 37 32 34.5 × ○
P16 76.96 51 42 46.5 × △
P17 76.93 46 32 39 ○ ×
P18 76.89 39 33 36 ○ ×
P19 76.88 40 34 37 × ○ 下部別遺構は元の柱穴の可能性あり
P20 76.96 36 32 34 × △
P21 76.89 38 33 35.5 × ○
P22 76.87 38 32 35 × ○ 柱穴もう少し小さい可能性あり
P23 76.91 38 32 35 ○ ×
P24 76.77 43 38 40.5 × △

ＳＢ314

柱穴
番号

底面標高
（ｍ）

柱穴規模
柱痕 抜き取り痕 備考

長径（㎝） 短径（㎝） 平均（㎝）
P1 77.32 28 26 27 △ × 柱痕ブロック混土
P2 77.19 31 28 29.5 △ × 柱痕ブロック混土・底面段状
P3 77.23 30 27 28.5 × ○
P4 77.18 32 27 29.5 × △
P5 77.14 40 31 35.5 × ○
P6 77.24 50 36 43 × ○
P7 77.26 38 32 35 × △
P8 77.06 31 28 29.5 × ○
P9 77.17 22 20 21 × △
P10 76.89 38 29 33.5 × ○
P11 76.87 35 28 31.5 × △
P12 77.28 34 26 30 △ △ 抜き取り痕の可能性高いか
P13 77.06 46 29 37.5 × ○
P14 77.17 43 32 37.5 × ○
P15 77.23 43 36 39.5 × ○
P16 77.26 37 35 36 × ○
P17 77.30 40 33 36.5 × ○
P18 77.24 39 33 36 × ○
P19 77.33 42 34 38 △ ？ 上半土層図なし
P20 77.27 46 35 40.5 × ○
P21 77.24 36 30 33 × △
P22 77.14 49 40 44.5 × ○
P23 77.17 41 32 36.5 × ○
PA 77.20 19 15 17 × △
PB 77.33 24 20 22 × △
PC 77.08 26 21 23.5 ― ― 土層図なし・底面掘り過ぎか
PD 77.20 23 19 21 × △
PⅠ 77.21 22 21 21.5 ― ― 第２次調査検出
PⅡ 77.21 42 42 42 ― ― 第２次調査検出
PⅢ 77.32 34 32 33 ― ― 第２次調査検出
PⅣ 77.35 40 28 34 ― ― 第２次調査検出
PⅤ 77.42 40 32 36 ― ― 第２次調査検出
PⅥ 77.41 38 31 34.5 ― ― 第２次調査検出
PⅦ 77.41 33 28 30.5 ― ― 第２次調査検出

※○は明確なもの、△は可能性があるもの
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※模式図中の柱穴のうち、小さいものは（小）、大きいものは（大）を示す

（深） （浅）（特深）
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第50図　ＳＢ310・314柱穴属性グラフ・模式図
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の21㎝の間にほとんどが集中しており、柱穴の底面

はほぼ高さを揃えて掘られているといえる（第50

図）。ただし、浅い一群と深い一群、そして特に深

い一群が存在する。

柱穴の状況と建物構造　これらの情報を、柱痕や抜

き取り痕の有無とともに掘立柱建物の模式図上に示

した（第50図）。

　これをみると、まず、北縁の柱列の柱穴はすべて

小さい一群に属しており、他の柱筋とは機能が異な

っていたことが明確である。この柱列は、庇などを

支えるものであったと考えられ、下屋状の空間が存

在していたと推定される。

　深い柱穴や特に深い柱穴は、ＰⅣ～11の柱筋とそ

の付近に集中している。いずれも柱が抜き取られた

可能性があるが、土層断面からは、抜き取りに伴っ

て柱穴が大きく掘り返されたとは考えにくく、元か

ら深く掘られていたと考えられる。ＳＢ310同様に、

建物の上部構造を支える上で重要な役割を果たす柱

通りであった可能性があろう。

　ただし、その中にあってＰ９が小さい柱穴である

ことは、隣接する土坑ＳＫ315への出入りなど空間

利用に関わる問題から、柱の立て方に工夫が必要で

あったことを示すかもしれない。

　柱穴配置からみても、ＳＫ315・316という二つの

大きな屋内土坑の存在もあって、ＳＢ314はＳＢ310

に比べて複雑な構造をしていたものと考えられる。

　ＰⅧ～23の柱筋には、ＳＫ316脇に他の柱筋より

１本多く柱を配置しており、ＳＫ316の機能上、そ

の内部に柱を立てることが困難であったことや、そ

れを補うために南縁に柱を増やして補強を行ってい

ることなどが推測できる。そして、このＳＫ316の

西側には屋内へ上がるためのステップと考えられる

段状部分があることから、ＳＫ316から屋内へ出入

りする通路が固定されていたこと、そのため、ＰＢ

～20の柱筋に屋内柱を増やしてＳＫ316付近の補強

を行うことが困難であったことも推測できよう。

　また、西端と東端一間分は柱間が他より広いこと

も注目される。この部分の上屋の構造や、空間利用

とも大きく関わるだろう。調査時の事情もあって確

実ではないが２）、浅い柱穴はすべてＰⅠ～Ⅷの柱筋

に集中しており、西端一間分については上部構造が

他の部分とは異なっていた可能性も考えられる。

③中世的な建物形式の導入

ＳＢ310・314の建物形式　古代末～中世前期にかけ

て総柱式の掘立柱建物が住居として広く普及してい

くことは、これまでにも指摘されてきた３）。

　こうした総柱建物については、古代の掘立柱建物

の系譜上にない、全く異なる新しい形式の住居建築

とも評価されており、その場合、総柱型住居と呼ば

れている４）。

　この総柱型住居は、柱間寸法が２ｍ前後か2.4ｍ

前後、柱径が12～20㎝と細く側柱と屋内柱で差がな

い、柱間規模が桁行２～10間で梁間は２～５間、主

屋と付属屋で規模の差がある、といった特徴を持つ

とされる。

　本節で分析した大久保遺跡のＳＢ310・314は総柱

式の掘立柱建物であり、母屋と考えられる部分につ

いては、柱間はほぼ2.2～2.4ｍである。こうした柱

間寸法や、規模、柱の太さなどの特徴から、総柱型

住居の範疇で捉えることができる。

総柱型住居の導入とその背景　こうした総柱型住居

の出現時期は、平安時代後期～末とされている。平

安時代末～鎌倉時代前期と考えられる大久保遺跡第

３次調査の総柱型住居は、総柱型住居が出現した後、

各地で採用されていく段階の事例となろう。

　伊勢地域においては、大久保遺跡以外でも当該期

の総柱型住居が確認されている。いくつかの遺跡で

は11世紀頃に出現していると思われるが、津市雲出

島貫遺跡では12世紀を境に集落が総柱型住居を主体

に構成されるようになっていくようであり５）、およ

そ12世紀代に伊勢地域でも総柱型住居が一斉に普及

していくものとみられる。

　こうした総柱型住居の普及にあたって、どのよう

な社会的背景があったのかは今後の検討課題といえ

るが、これに関して大久保遺跡の調査成果から注意

しておきたいのは、ＳＢ310・314の柱穴の規模や底

面深さに一定のまとまりがあることである。

　長さにばらつきのある柱材で建物を建てようとす

れば、柱穴の深さによって柱の高さを調整すること

になる。逆に、柱穴の規模や底面の深さにまとまり

が見られることは、これらの建物の建築にあたって
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ある程度長さ・太さの揃った柱材が調達された可能

性を示唆する。

　総柱型住居の普及に際しては、柱径の矮小化や角

材の使用など建築材料における変化があったとされ

る６）。また、文献史学においては、畿内周辺では12

世紀頃に杣山で商品として生産された規格材を流通

させるような交易活動が発展していったことが指摘

されている７）。それ以前の時期の建物との比較も必

要だが、大久保遺跡ＳＢ310・314にみる柱材の規格

性からは、伊勢地域においても12世紀頃に建築技術、

木材加工技術、材木流通などに変化があり、それが

総柱型住居の普及と関連していた可能性を考え得る

だろう。

　このほか、他地域では古代末～中世前期において

階層の高い集落から住居として総柱建物が導入され

ていくという指摘もあり８）、集落の位置付けと併せ

て考えていくことも必要である。

註

１）Ｐ13がＳＢ310の柱穴ではない可能性もあるが、柱筋上に他

の柱穴は確認できなかったため、そのように考えた場合、こ

の位置には柱がなかったことになる。

２）西端のＰⅠ～Ⅷの柱筋については、第２次調査で掘立柱建

物の一部であることが判明していない段階で調査されており、

十分なデータを得ることができていない。

３）高橋與右衞門「中世の建物跡」『戦国時代の考古学』　高志

書院　2003。

４）宮本長二郎「日本中世住居の形成と発展」『建築史の空間－

関口欣也先生退官記念論文集』　中央公論美術出版　1999。

５）三重県埋蔵文化財センター『嶋抜Ⅱ』　2000、河北秀実「第

10章　平安時代の地方政治と社会経済　第６節　人々のくら

し」『三重県史』通史編原始・古代　三重県　2016。

６）堀内明博「近畿地方における古代から中近世の掘立柱建物

－京都府・滋賀県・兵庫県の場合－」『埋もれた中近世の住ま

い』　同成社　2001。

７）高橋一樹「中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配

置－中世前期を中心に」『国立歴史民俗博物館研究報告』第157

集　国立歴史民俗博物館　2010。なお、寺社による材木調達

システムの大きな転換は13世紀後半にあるとされる。

８）前川要「中世の家族と住居」『考古学による日本歴史』15家

族と住まい　雄山閣　1996。

第４節　中世の土地開発と大久保遺跡
　本章第２節で整理したように、大久保遺跡では集

落の形成が12世紀頃に始まる。それ以前の古代の遺

物・遺構の存在は非常に希薄で、人間活動が活発に

行われていたとは考えにくい。

　したがって、12世紀頃に新たに人が居住するよう

になった背景には、何らかの社会的な要因があった

ものと想定される。11～12世紀には、伊勢国におい

て荘園・御厨・御園の設置が活発化していることを

踏まえれば１）、中世前期における土地開発のあり方

が関わっている可能性があろう。

　こうした点において、大久保遺跡の集落の形成と

の関係が注目されるのは、当該地に存在が推定され

る、伊勢神宮を本家とする潤田御厨である。

潤田御厨　潤田御厨は、文献では『吾妻鏡』２）や『神

鳳鈔』３）、『外宮神領目録』４）等にその名を見ることが

できる。

　文献上の初見は、『吾妻鏡』の文治６年（建久元

年）（1190年）４月19日の造太神宮役夫工米地頭未

済成敗の記事である。

　ただし、『吾妻鏡』は14世紀初頭頃の成立である

可能性が高く、建久３年（1192年）の『伊勢大神宮

神領注文』５）には潤田御厨の記載がないことなども

あり、この記事から12世紀末に存在していたと考え

るには、やや確実性を欠く。

　しかしながら、『吾妻鏡』と同じく14世紀に成立

したとされる『神鳳鈔』にはその名があることから、

少なくとも14世紀初頭までには存在していたと考え

られる。

御厨と土地開発　三重郡や朝明郡、員弁郡は神郡と

なっていたこともあり、北勢地域には平安時代後期

～鎌倉時代前期に多数の御厨・御園が設置されてい

る。田畑や経営する集落の位置が特定されているも

のはないが、名称とそれに対応する地名等からおお

よその所在地が判明しているものも多く、その中に

は大久保遺跡のように段丘上や扇状地上に立地した

と推定されるものもある。
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　『神鳳鈔』によれば、潤田御厨が存在する三重郡

内でも沖積地に立地する智積御厨は、田積が180町

ある。潤田御厨は26町であり、それに比べるとかな

り狭いが、郡内では広い部類に入るようである。そ

の他の三重郡内の御厨には、高角御厨の15町、栗原

御厨の３町など、それほど広くないものが目立つ。

これは、広い沖積地ではなく、河岸段丘上や扇状地

端部、扇状地を開析する谷沿いなどを中心に、生産

域が設定されていたことを示すのではなかろうか。

　中世前期における土地開発にあたっては、小規模

な集落による山寄りの谷などを中心とした開発が積

極的に行われたとみられることを踏まえれば６）、大

久保遺跡についても、付近の竹谷川やその支流を生

かした土地開発を行うことを目的に成立した集落で

あったとも考えられる。

　実際に、ＳＫ316から出土した集落外から持ち込

まれた土壌に由来すると推定される土塊の中にはイ

ネやソバの花粉が含まれており７）、大久保遺跡の集

落の住民は、付近で田畑の経営を行っていたとみら

れる。

　こうしたことから、大久保遺跡第３次調査で確認

された集落は、周辺地域の土地開発に際して形成さ

れたものであり、それは潤田御厨の成立とも関わっ

ていた可能性があると考えておきたい。

註

１）稲本紀昭「伊勢国」『北陸地方の荘園・近畿地方の荘園Ⅰ』

講座日本荘園史６　吉川弘文館　1993。

２）国史大系刊行會『国史大系』第32巻　1932。底本とされた

北條本では「洞田御厨」となっているが、吉川子爵家所蔵本

では「洞」の字が「潤」となっている。旧伊勢国内では「洞

田御厨」は他に確認できないことからも（国立歴史民俗博物

館『日本荘園データ１』国立歴史民俗博物館博物館資料調査

報告書６　1995）、「洞田」は「潤田」の誤りとみてよいだろ

う。

３）続群書類従完成会『群書類従』第１輯　1932。

４）続群書類従完成会『続々群書類従』巻１　1970。

５）竹内理三（編）『鎌倉遺文』古文書編第２巻　東京堂出版　

1972。

６）島田次郎「小村＝散居型村落」『中世史ハンドブック（第８

版）』　近藤出版社　1985、蔵持重裕「中世村落をいかに把握

するか」『争点　日本の歴史』第４巻中世編　新人物往来社　

1991。

７）第Ⅵ章第２節参照。

第５節　結語
　大久保遺跡が存在する菰野町では、古代や中世の

様子があまり文献史料として残されておらず、発掘

調査による成果の蓄積もまだ少ないため、縄文時代

の集落や生活、古代から中世にかけての地域社会に

ついては十分明らかになっていない。こうした中に

あって、今回の大久保遺跡の発掘調査成果は、地域

史を豊かにするための大きな材料となる貴重なもの

といえる。

　調査によって得られた成果としては、縄文時代に

おける地形環境の形成や、平安時代末～鎌倉時代前

期における土地開発と集落の展開といった点が明ら

かになってきたことなどがあげられる。また、検出

された掘立柱建物や溝の主軸方向が、現在の付近の

土地の地割り方向とかなり一致していることも分か

ってきた。

　こうした成果からは、当該地域が現在のように人

が住みやすい安定した地形環境になっていく経過、

潤田地区の現在の集落が形成されるに至る端緒な

ど、現在の潤田地区または菰野町の成り立ちについ

て考えていくことも可能である。

　また、平安時代末～鎌倉時代前期における土地開

発と集落の展開との関係については、この時期の荘

園・御厨の全国的な広がり等とも関わる問題であ

り、伊勢地域あるいは日本列島全体の社会の動向と

も併せて考えていくべきものである。

　このことは、県内各地で行われる遺跡の発掘調査

は、それぞれの地域の歴史像を豊かに描き出すだけ

でなく、地域史と日本史とをつなぐための橋渡しに

もなり得ることを、明確に示している。

　今後、こうした大久保遺跡の発掘調査による成果

が活用され、当該地域における地域史のさらなる充

実につながっていけば幸いである。
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附章　菰野町内の中世遺物

①報告の経緯

　菰野町内では、これまで本格的な発掘調査が行わ

れた遺跡は少ない。そのため、大久保遺跡周辺にも

古代～中世の遺跡が複数存在するにも関わらず、そ

の様相は必ずしも明らかになってはいない。

　大久保遺跡から４㎞ほど北に位置する杉谷中世墓

跡は、発掘調査によって複数の蔵骨器や火葬土坑等

が検出されており１）、現在も五輪塔や宝篋印塔が多

数残されているなど注目される遺跡である。この杉

谷中世墓跡の周囲の尾根上には、杉谷中世墓跡とも

関係すると考えられる杉谷城跡や観音寺跡が存在す

るが、土塁や曲輪、礎石等の遺存が確認されるのみ

で、やはり詳しいことは分かっていなかった。

　しかしながら、近年、杉谷城跡と観音寺跡で採集

された陶器や瓦などの遺物が三重県埋蔵文化財セン

ターに寄贈されたため、これらの遺跡の内容につい

て知る手がかりを得ることができた。

　以下、これらの遺物について報告し、大久保遺跡

の発掘調査成果とあわせて菰野町内の中世を考える

ための資料としたい。

②遺物

杉谷城跡採集遺物（第51図１・２）　１は古瀬戸の

平碗の口縁部片である。城跡北東部で採集された。

灰釉が施されているが、風化によりほとんど剥離し

ている。口縁部はまっすぐのび、口縁端部付近の外

面にはやや強くナデが施されている。14世紀後半～

15世紀前半のものと思われる２）。

　２は常滑産の甕の口縁部片である。城跡北東部で

採集された。口縁端部は下方へ折り曲げられ、口縁

部外面と接着する。15世紀代のものと思われる３）。

観音寺跡採集遺物（第51図３～５）　３は軒平瓦で

ある。瓦当は平瓦端部の下面に瓦当部を貼り付ける

顎貼り付け技法４）によって作られており、瓦当の接

合部を瓦当裏側に粘土を貼り付けて補強する。瓦当

は外区を突線で囲い、内部に唐草文を配する。焼成

はやや軟質である。

　４は軒平瓦である。瓦当は顎貼り付け技法によっ

て作られており、貼り付け部分で剥離して欠損して

いる。剥離した部分には瓦当と平瓦部の接合を強固

にするために施された綾杉状の接合沈線が認められ

る。瓦当の文様はほとんど遺存していないが、外区

の突線が残り、ごくわずかに唐草文の一部と考えら

れる盛り上がりも認められることから、３と同様の

文様を持つ瓦であったと推測される。焼成は堅緻で

ある。瓦当の製作技法等の特徴から、15世紀末～16

世紀頃のものと思われる。

　５は丸瓦である。玉縁をもつ。内面には吊り紐痕

が明瞭に残る。吊り紐痕は大きな波状となっている。

焼成は軟質で、灰色を呈する。

　以上のように、採集された遺物はいずれも15世紀

前後のものと考えられ、杉谷城跡と観音寺跡の存続

期間の一端を示すものと思われる。杉谷中世墓跡か

ら出土した蔵骨器等の陶器類の多くは13世紀～15世

紀に位置づけられることから、杉谷城跡と観音寺跡、

杉谷中世墓跡は同時に機能していた時期があったと

考えられる。これらの城・寺・墓が相互に関連しな

がら存在していたことが、より明確になっただろう。

菰野町の中世社会を考える上で、貴重な情報といえ

る。

註

１）菰野町教育委員会『こもの文化財だより』第13号　1998、

神田薫「杉谷中世墓」『三重県史』資料編考古２　三重県　2008。

正式な発掘調査報告書は刊行されていない。

２）藤澤良祐「施釉陶器生産技術の伝播」『全国シンポジウム　

中世窯業の諸相～生産技術の展開と編年～』資料集　全国シ

ンポジウム「中世窯業の諸相～生産技術の展開と編年～」実

行委員会　2005。

３）愛知県史編さん委員会（編）『愛知県史』別編窯業３中世・

近世常滑系　愛知県　2012。

４）山崎信二『中世瓦の研究』奈良国立文化財研究所学報第59

冊　奈良国立文化財研究所　2000。
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第51図　杉谷城跡・観音寺跡遺物実測図（1:4）

第16表　杉谷城跡・観音寺跡採集遺物一覧表

【凡例】

※記載項目等については第１表に準じる。

挿図
番号

実測
番号

採集地 種別･器種
法量
（㎝）

調整 色調 残存度 備考

1 013-02 杉谷城跡 陶器　平碗 残存高 4.2
（外）
（内）

ロクロナデ
ロクロナデ

（胎）褐灰
（釉）オリーブ褐

10YR6/1
2.5Y4/3

口縁部
小片

瀬戸産

2 013-01 杉谷城跡 陶器　甕
口径
残存高

38.0
6.4

（外）
（内）

ロクロナデ
ロクロナデ

（外）灰褐
（内）黒褐

7.5YR4/2
10YR3/1

1/12 常滑産

3 012-01 観音寺跡 瓦　軒平瓦
残存長
残存幅
高さ

5.4
11.0
6.2

（凸）
（凹）

ナデ
ナデ

にぶい橙 7.5YR7/4
瓦当部
小片

唐草文

4 012-02 観音寺跡 瓦　軒平瓦
残存長
残存幅
残存高

11.6
11.4
3.8

（凸）
（凹）

ナデ
ナデ

にぶい橙 7.5YR7/4
平瓦部
小片

唐草文？

5 011-01 観音寺跡 瓦　丸瓦
残存長
幅
高さ

21.8
16.4
7.3

（凸）
（凹）

ナデ？
布目・吊り紐痕・コ
ビキ痕

灰 N8/0 半欠 玉縁
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第17表　大久保遺跡第１次調査出土遺物一覧表

【凡例】

※注記等には遺物に添付されたラベルの内容を記載している。出土した調査区やグリッド、遺構、または実測番号等を示すと思われる。

※その他の記載項目等については第１表に準じる。

挿図
番号

注記等 種別･器種
法量
（㎝）

調整 色調 残存度 備考

1 MS-15 土師器　小皿
口径
器高

8.2
1.4

（外）
（内）

ヨコナデ・ユビオサエ
ヨコナデ・ユビオサエ

浅黄橙 10YR8/4 完存

2
ＡⅢ�i-29
No.9�M.K-38

土師器　小皿
口径
器高

9.0
1.1

（外）
（内）

ヨコナデ・ユビオサエ
ナデ

浅黄橙 7.5YR8/4
口縁部
8/12

3
Ａ-Ⅰ�P143

Y-34
ロクロ土師器　
小皿

口径
器高

8.4
1.7

（外）
（内）
（底）

ナデ
ナデ
糸切り

橙 7.5YR7/6
口縁部
11/12

4 K.S-46 土師器　内耳鍋
口径
器高

24.4
11.0

（外）
（内）

ロクロナデ
ヨコミガキ

灰黄 2.5Y7/2
口縁部
2/12

内耳２箇所
外面スス付着

5
ＡⅠ�g-12
M.S-16

陶器　小皿（山
皿）

口径
器高

9.0
1.6

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 2.5Y7/1
口縁部
4/12

6
ＡⅡ�f-14
M.K-42

陶器　碗（山茶
碗）

残存高
高台径

3.2
6.4

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 10YR8/1
底部
4/12

7
ＡⅠ�f-13�14

Y.K-23
陶器　碗（山茶
碗）

残存高
高台径

1.6
7.0

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 2.5Y7/1
底部
5/12

8
ＡⅠ�f-14
M.K-41

陶器　碗（山茶
碗）

残存高
高台径

2.0
7.0

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 2.5Y7/1
底部
5/12

9
ＡⅠ�e-11
K.S-51

陶器　碗（山茶
碗）

残存高
底径

2.0
6.0

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰黄 2.5Y7/2
底部
5/12

墨書？

10
ＡⅡ�g-19

No.12�K.S-48
陶器　碗（山茶
碗）

口径
器高

14.8
5.0

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

にぶい黄橙 10YR7/2
口縁部
2/12

11
ＡⅢ�SK28
K.S-47

陶器　碗（山茶
碗）

口径
器高

13.6
4.9

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 2.5Y7/1
口縁部
2/12

12
ＡⅢ�g-31
No.13�Y-37

陶器　碗（山茶
碗）

口径
器高

13.4
5.1

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 10YR7/1
口縁部
2/12

13
ＡⅡ�h-24

No.14�M.K-37
陶器　碗（山茶
碗）

口径
器高

13.6
4.8

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰黄 2.5Y7/2
口縁部
2/12

14
ＡⅢ�SB-3
No.18�Y-36

陶器　碗（山茶
碗）

口径
器高

13.4
5.1

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰白 10YR7/1
口縁部
2/12

15
ＡⅠ�f-14
M.K-40

陶器　鉢？
残存高
底径

2.4
9.6

（外）
（内）
（底）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り

灰黄 2.5Y7/2
底部
4/12

16
ＡⅢ�g-28
M.K-39

陶器　鉢
残存高
底径

4.0
10.0

（外）
（内）

ロクロナデ
ロクロナデ
糸切り？

褐灰 10YR6/1
底部
4/12

17 ― 陶器　擂り鉢
口径
器高

32.0
12.6

（外）
（内）

ロクロナデ
ロクロナデ

（胎）浅黄橙
（釉）赤灰

10YR8/3
2.5YR4/1

口縁部
10/12

瀬戸産

18
ＡⅡ�h-23
Y.K-21

陶器　壺
口径
残存高

10.8
7.0

（外）

（内）

ロクロナデ・工具オサ
エ
ロクロナデ

（外）暗赤褐
（内）黒褐

5YR3/2
10YR3/2

口縁部
2/12

19
ＡⅢ�i-28
No.4�K.S-50

陶器　広口壺
口径
残存高

20.6
7.0

（外）
（内）

ロクロナデ
ロクロナデ

（外）にぶい赤褐
（内）灰褐

2.5YR5/3
5YR5/2

口縁部
2/12

常滑産
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写　真　図　版





調査区全景（南から）

ＳＢ301 Ｐ６付近調査区東壁土層（西から）

調査前風景（北から）

調査区南部東壁土層（西から）

調査区北壁土層（東から）

写真図版１
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ＳＢ302（東から）

ＳＢ302 Ｐ８土層（西から）

東壁サブトレンチ北端部土層（南から）

ＳＢ302 Ｐ８遺物出土状況（南から）

ＳＢ302 Ｐ６土層（南から）

写真図版２
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ＳＢ310（東から）

ＳＫ307（西から）

ＳＢ310 Ｐ13土層（西から）

ＳＫ307土層（西から）

ＳＢ310 Ｐ18土層（西から）

写真図版３
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ＳＢ311（西から）

ＳＫ309（東から）

ＳＫ308（南から）

ＳＫ309土層（西から）

ＳＫ308土層（西から）

写真図版４
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ＳＢ314（西から）

ＳＫ315・316（西から）

ＳＢ314 Ｐ５土層・遺物出土状況（南から）

ＳＫ315西半部土層（南から）

ＳＢ314 Ｐ６土層・遺物出土状況（南から）

写真図版５
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