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序

三重県の中央部を流れる雲出川の流域は、現在では津市および松阪市となっていますが、

かつては大きく一志郡とされていた地域であります。雲出川流域は伊勢と大和・伊賀を結

ぶ文化交流のルートの一つにあたり、一志郡は三重県下の歴史上でも古来より特徴的な文

化を担った地域であり、重要な遺跡が数多く所在するところです。

今回発掘調査を行いました西肥留遺跡は松阪市肥留町に位置し、雲出川下流域右岸の水

田地帯に立地する遺跡です。平成１５年度から４カ年をかけて行った当遺跡の調査によっ

て、多くの貴重な成果が得られました。なかでも、古墳時代の居住域や墓域あるいは生産

痕跡を確認することができたことは、当時の集落のあり方を考える上で重要な成果です。

今回得られた成果を県民の皆様はもとより全国に向けて三重県がいにしえに育んだ重要な

文化として公表し、活用されることができれば幸いです。

調査にあたりましては、地元の方々をはじめ、松阪市教育委員会、県土整備部、松阪建

設事務所などの関係機関から多大な御協力と御理解を頂くことができました。文末とはな

りましたが、各位の誠意ある御対応に、心から御礼を申し上げます。

２００８（平成20）年３月

三重県埋蔵文化財センター

所　長 A 水　康　夫



例 　 言

１　本書は、三重県松阪市肥留町に所在する西肥留（にしひる）遺跡の発掘調査報告書である。

２　本書が扱う発掘調査の原因事業は、一般地方道嬉野津線地方特定道路整備事業である。

３　発掘調査の経費は県土整備部が負担した。

４　現地調査は下記の体制で実施した。

調査主体　　三重県教育委員会

調査担当　　三重県埋蔵文化財センター

５ 報告書の作成業務は、三重県埋蔵文化財センターで実施した。平成19年度は調査研究Ⅰ課が主務として実施した。

報告文の執筆は辻本泰宏・新名強・伊藤文彦・小濵学・石井智大・川崎志乃が行い、文責は目次と文末（第４・

５・６章第３節の分析報告のみ文頭）に表記した。なお、第５・６章第２節の金属製品の執筆は石井智大が行った。

遺構写真の撮影は、各現場担当者および受託調査員が行い、遺物の撮影は田中久生・新名強・伊藤文彦・長谷川哲

也・小濵学・前野謙一・石井智大・山本達也・川崎志乃が行った。編集は小濵学の指導のもと川崎志乃が行った。

６ 各種自然科学分析を実施し、その成果を掲載した。蛍光Ｘ分析については、堀木真美子氏による成果をご厚意によ

り掲載させていただいた。

７　発掘調査及び本書の作成に際しては、下記の方々にご指導・ご助言を賜った（敬称略）。

梶山勝・鈴木敏則・藤澤良祐・藤田三郎・堀木真美子・松井章・丸山真史

８　本書が扱う発掘調査の資料並びに出土遺物等は、三重県埋蔵文化財センターが保管している。



凡　　　　例

地図類

１ 本書で使用した地図類は、国土地理院発行の１／25000地形図、三雲町都市計画図（当時）である。

２ 測量法の一部改正により、平成14年度以降は世界測地系に移行しているが、本書で示す方位は、旧座標系の国土座

標第Ⅵ系を基準とする座標北を用いている。なお、真北は座標北の西偏0度17分、磁北は座標北の西偏６度37分

（平成13年）である。

遺構類

１ 本書で表記する色調は、小山正忠・竹原秀雄編『新版標準土色帖』（22版、1999年）に準拠した。ただし、記録類

が不明瞭なものについては、掲載していない。

２ 遺構番号は、調査年次・遺構の性格にかかわらず通し番号で付与した。

３ 遺構番号の頭には、見た目の性格によって、凡そ以下の略記号を付けている。

ＳＨ：竪穴住居　　ＳＥ：井戸　　ＳＤ：溝　　ＳＫ：土坑　ＳＴ：水田　ＳＸ：墓　ＳＷ：畠　Pit：柱穴・小

穴　ＳＺ：不明遺構

遺物類

１ 遺物番号は、調査年次・遺物の種別にかかわらず、通し番号で付与した。

２ 本書での遺物実測図は、土器については実物の１／４を基本としたが、木製品・石器・金属器についてはその都度

指示している。

３ 本書での用語は、「つき」は「杯」、「わん」は「椀」に統一している。

４ 遺物観察表は、鉄製品・木製品とその他に分けて作成し、特性に合わせて記載内容を変更している。以下、留意点

のみを簡単に記す。

報告番号・・・挿図掲載番号である。

実測番号・・・実測時の番号である。

１次：101～、２次：200101～、３次：300101～、５次：500101～である。

地区・・・・・２・３次調査区については、大地区であるＢ・Ｃ・Ｄを小地区の前に表記した。

樹種・・・・・木製品の樹種は整理過程で樹種同定を実施したもののみを記した。

胎土・・・・・土器の胎土は、混和材を除いた素地の緻密差を「密～粗」で表記した。

色調・・・・・土器の色調は代表となる色調を記載。表記は上記の『新版標準土色帖』に準拠した。

特記事項・・・遺物の特徴となる事項を記した。

５ 本書では、全体を通じて以下の文献を参考とした。その他については個別に示した。なお西肥留遺跡では、弥生時

代後期から古墳時代前期の遺構・遺物ともに連続性がみられるために、明瞭に時期区分を行うことが困難であるが、

山中Ⅱ式が弥生時代後期後半に相当し、島貫Ⅲ期古相以降が古墳時代前期に相当する。

赤塚次郎「濃尾平野における弥生時代後期の土器編年」（『八王子遺跡』愛知県埋蔵文化財センター　2001年）

川崎志乃「古墳時代前期の雲出島貫遺跡」（『嶋抜Ⅲ』三重県埋蔵文化財センター　2001年）

伊藤裕偉「雲出島貫遺跡における古墳時代中後期の土師器」（『嶋抜Ⅲ』三重県埋蔵文化財センター　2001年）

田辺昭三『須恵器大成』（角川書店　1981年）

斎宮歴史博物館「斎宮跡の土器編年」（『斎宮跡発掘調査報告Ⅰ』 2001年）

藤澤良祐「瀬戸地方の北部系山茶碗窯」（『尾呂』瀬戸市教育委員会　1990年）

伊藤裕偉「中世南伊勢系の土師器に関する一試論」（『Mie history』vol.１　三重歴史文化研究会　1990年）

写真図版

１ 挿図と写真図版の遺物番号は、報告番号と対応している。

２ 遺物の写真図版は、すべて縮尺不同である。
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－ 1 －

今回の調査は、一般地方道嬉野津線地方特定道路

整備事業に伴い実施した。県道嬉野津線は、国道23

号線の渋滞緩和道路として重要な機能を果たしてい

る。今回新たなルートの一部として、新規に架橋・

整備された県道嬉野津線雲出橋に続く調査対象地が

選ばれた。建設予定地内には松阪市西肥留町に位置

する遺跡番号C3の西肥留遺跡が所在しているため、

調査に先立ち平成15年２月17～20日および平成16年

２月25日に埋蔵文化財範囲確認調査を実施した。そ

の結果、事業予定地内に遺構および遺物の存在が確

認された。これを受けて、遺跡保存に向けて県土整

備部と文化財保護の協議を重ねたが、現状保存が困

難なことにより事業に伴い保存不可能な部分につい

て調査を実施し、記録保存することとなった。

第１章 前 言

調査区の設定 全調査区を通じて、国土座標に方位

を揃えた基準線を設定した。それに従い各調査区に

４ｍ四方の小地区を設定し、調査の基本単位とした。

西から東へアルファベット、北から南へ数字の番号

を配置した（第３図）。

掘削方法 掘削方法については、遺構深度が深いこ

とから表土および各遺構面間では重機を用いて行

い、包含層以下・遺構までを人力で行った。詳細は

各報告を参照されたい。

作図 遺構略図は検出時に縮尺１／40で、小地区単

位で記録し、重複関係や土質等を記入した。

実測はいずれも手書きで、調査区全体の平面図及

び各土層断面図は縮尺１／20で、遺物出土状況図や

個別実測図は原則縮尺１／10で作成した。

遺構番号 全調査区を超えて、遺構番号は柱穴およ

び小穴以外を通し番号とした。詳細は各報告の遺構

一覧表を参照されたい。

遺構写真 基本的に４×５インチ版および６×９㎝

版の白黒ネガ・カラーリバーサルで撮影し、35mm版

の白黒ネガ・カラーリバーサルも補助的に使用し

た。なお第３・５次調査では、ラジコンヘリによる

上空からの撮影を６×６インチ版の白黒ネガ・カラ

ーリバーサルで行った。

遺物写真 ４×５インチ版および６×９㎝版の白黒

ネガで撮影した。一部の遺物については、併せてカ

ラーリバーサルで撮影している。 （辻本・川崎）

第１節 調査経緯

第２節 調査の方法

第３節 文化財保護法等にかかる諸通知

第１表 文化財保護法等にかかる諸通知一覧表
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第２表 範囲確認結果一覧表

第１図 範囲確認調査坑配置図(1：5,000）

（■H14年度 □H15年度）
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第２図 調査区地区割図(1：2,000） 第３図 調査区小地区割図(1：2,000）
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西肥留遺跡（１）は、現在の行政上では松阪市肥

留町鏡垣内・アミダジほかに位置する埋蔵文化財包

蔵地である。

西肥留遺跡は、標高約３ｍ前後の沖積平野に立地

しており、同遺跡から約１㎞北部には三重県・奈良

県境の高見山系を水源地とする雲出川が伊勢湾に向

かって流れをそそいでいる。当遺跡の立地する沖積

面も、雲出川を中心とした洪水堆積物によって形成

されており、遺跡の周囲には河道に沿って自然堤防

や旧河道が認められる。

また、当遺跡の東方と西方には海岸線に平行した

方向の微高地も存在しており、砂堆と推定される。

このうち、当遺跡の東方に隣接する砂堆上には近世

の参宮街道が通っている。

第２章 位置と環境

第１節 地理的環境

第２節 歴史的環境

ここでは、雲出川下流域平野上に位置する遺跡を

中心に時代順にみていく。

① 縄文時代

雲出川下流域では、砂堆上に位置する前田町屋遺

跡（１）（３）で中期の土器片が確認されている。縄文

時代晩期後半の遺跡はいくつか分布しており、雲出

川左岸の雲出島貫遺跡（２）（２）では、五貫森式の深

鉢が出土しており、馬見塚式の土器棺墓も確認され

ている。また、前田町屋遺跡（３）では浮線網状文

の浅鉢が出土している。

②弥生時代

三渡川の右岸には弥生時代前期前半の土器を産出

する遺跡として著名な中ノ庄遺跡（３）（４）が存在す

る。雲出川下流域平野右岸には３本に大別できる砂

堆が存在しており、このうち最も内部に位置する砂

堆上に中の庄遺跡が立地することから、同砂堆が弥

生時代前期には陸化していたことが知られる。

また、同砂堆上でありかつ、埋没旧河道の自然堤

防から後背低地にかけて位置する筋違遺跡（４）（７）

では灌漑水路を伴う水田などの整備された前期前半

の集落が確認されている。筋違遺跡の前期集落は層

厚の厚い洪水層によって覆われていたことから、こ

の時期に大規模な地形変化のあったことが知られ

る。

中期前半の竪穴住居や方形周溝墓が右岸の雲出島

貫遺跡で検出されており、中期後葉の方形周溝墓群

が筋違遺跡で確認されている。

また、高茶屋台地南東部縁の四ッ野Ｂ遺跡（19）

からは、複数個の近畿式突線紐式銅鐸が出土してい

る（５）。

③古墳時代

古墳時代には、向山古墳（11）や西山１号墳（10）

をはじめとする前方後方墳群が存在する水系として

全国的に注目される地域である。

弥生時代末から古墳時代にかけて、雲出島貫遺跡

では再び集落が展開する。居住域・生産域・墓域が

確認されており、外来系土器が出土する点で注目さ

れる。また、前田町屋遺跡でも古墳時代前期初頭の

墳墓が確認されており、二重口縁壺や石杵などが出

土している。

右岸でも、筋違遺跡や赤部遺跡（６）（20）・松本権

現前遺跡（７）（８）において居住域が確認されており、

各所で同時期の集落が展開する。特に、筋違遺跡の

水田の大畦畔でもある旧河道岸の土堤には鋳造鉄斧

が埋納されており、溝土堤からは鉄鎌片も出土して

いる。

中期には、筋違遺跡で居住域と畠が見つかってお

り、初期須恵器が出土している。後期には雲出島貫

遺跡や宮ノ腰遺跡（８）（５）で集落が見つかっている。

また、中ノ庄遺跡・小野江甚目１号墳（９）（12）では

形象埴輪・円筒埴輪が出土しており、５世紀後葉～

６世紀前葉とみられる。

④古代

当地は一志郡に属する。この地域の問題としては、
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第４図 周辺遺跡位置図(1：50,000）（国土地理院「大仰」「松阪港」1：25,000から）



一志駅および斎王群行の際の一志頓宮の所在がある

が、明らかではない。雲出島貫遺跡では、大型掘立

柱建物が検出され、一志郡家との関わりが指摘され

ている（１０）。前田町屋遺跡（３）や舞出北遺跡（１１）

（６）でも、掘立柱建物群が確認されており、舞出

北遺跡では須恵質の土馬と円面硯が出土している。

また、雲出島貫遺跡、堀田遺跡（１２）（13）、片野遺跡

（１３）（14）からは、精良な暗文土師器が出土してお

り、注目されている。

条里遺構については、筋違遺跡において奈良時代

後期の掘立柱建物群や11世紀前半には洪水層に覆わ

れる条里型水田が確認されており、圃場整備以前に

旧嬉野町域を中心にみられた表層条里の初現が奈良

時代後期まで遡ることが知られている。また、条里

坪付に由来する字名「一ノ坪」が当遺跡南東部にも

存在する。

なお、白鳳期の磚仏が出土したという観音寺は、

甚目地内に推定されているが、この本尊が雲出川の

洪水で流出し、尾張国海東郡の甚目寺に漂着したと

いう伝承がある（１４）。真偽はともかく、伊勢湾を媒

介とした交流の一端を伺わせる伝承である。

⑤中世以降

中世になると、甚目御薗・波弓御薗・蘇原御厨な

ど多くの神宮の御厨・御薗が存在する（１５）。

また、室町時代から戦国時代にかけては、南伊勢

を中心に勢力を拡大していた北畠氏の影響が大き

く、当地域には、北畠氏と関連する星合城（15）・

蘇原城（16）・天花寺城（１６）（18）などの城館も多

く存在している（１７）。また、肥留町内では北畠氏の

被官、佐藤氏が居を構えていた（佐藤氏館跡（17））

ことが知られており、「佐藤文書」（津市石水博物館

所蔵）として残されている（１８）。

当遺跡の北部に隣接する笠松井は文明年間（1469

～1487）に開起された用水であり、川原木造北部で

雲出川に井堰を設け約１里の水路が構築された（１９）。

近世に入ると、当遺跡の東方に参宮街道が整備さ

れるようになり、19世紀中頃には小野江出身の松浦

武四郎が蝦夷地をはじめ全国で活躍する。

また、当遺跡東部に隣接する宇気比神社は1806年

成立の伊勢路見取絵図（２０）には社群神とみえる。そ

の後、明治41年に合祀許可となるが未執行で、昭和

26年に拝殿が再建され現在に至っている（２１）。

(辻本・川崎)

(註)

（１）三重県埋蔵文化財センター『前田町屋遺跡第２次調

査―前田地区・大明神地区』1999年

（２）三重県埋蔵文化財センター『嶋抜－第１次調査－』

1998年

三重県埋蔵文化財センター『嶋抜Ⅱ』2001年

三重県埋蔵文化財センター『嶋抜Ⅲ』2001年

（３）三重県教育委員会『中ノ庄遺跡発掘調査報告』1972

年

（４）三重県埋蔵文化財センター『筋違遺跡発掘調査報

告－第１分冊ー』2004年

三重県埋蔵文化財センター『筋違遺跡発掘調査報

告－第２分冊ー』2005年

三重県埋蔵文化財センター「筋違遺跡」『中勢道路

ニュース』45 2006年

（５）津市埋蔵文化財センター『埋文センターニュース』

第10号 1999年

（６）松阪市埋蔵文化財センター『赤部遺跡』2007年

（７）三雲町教育委員会『松本権現前遺跡発掘調査報告』

1999年

（８）三重県埋蔵文化財センター『宮ノ腰遺跡発掘調査報

告Ⅰ』1996年

三重県埋蔵文化財センター『宮ノ腰遺跡発掘調査報

告Ⅱ』1999年

（９）三重県埋蔵文化財センター『小野江甚目遺跡・小野

江甚目古墳群発掘調査報告書』1999年

（10）三重県埋蔵文化財センター『嶋抜Ⅲ』2001年

（11）三重県埋蔵文化財センター「舞出北遺跡」『一般国

道23号線中勢道路埋蔵文化財発掘調査Ⅷ』2001年

（12）三重県埋蔵文化財センター『堀田』2002年

（13）一志町教育委員会『片野遺跡Ⅴ』2004年

（14）安岡親毅『勢陽五鈴遺響』三重県郷土資料刊行会

1975年）

（15）『神宮雑例集』『神鳳鈔』（『群書類従』第一輯）

（16）三重県埋蔵文化財センター『天花寺丘陵内遺跡群発

掘調査報告Ⅶ』2005年

（17）小林秀「歴史編第２章」『三雲町史』第１巻通史編

2003年

（18）岡田文雄「一志郡三雲村」『三重の中世城館』三重

県教育委員会1977年

（19）「笠松井」『三重県の地名』平凡社1983年

（20）『伊勢路見取絵図』第２巻上 東京美術1985年

（21）三雲町史編集委員会「付論宗教調査」『三雲町史』

第１巻通史編2003年

－ 6 －
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西肥留遺跡においては、本事業に伴う調査区が南

北方向に大きくトレンチを開けた様相を呈する。水

路を挟んで北部に位置する小野江・甚目遺跡を含め

た範囲確認調査の全長は、南北約650ｍに達してお

り、西肥留遺跡本調査区としての全長は約400ｍに

及んでいる。

雲出川下流域平野は、地理学者らによって格好の

研究対象とされているフィールドであり（1)、その形

成時期が歴史時代にしか遡らないことが知られてき

た。また、このことは近年の筋違遺跡の発掘調査（2)

などによって裏付けられてきたところである。従っ

て、西肥留遺跡の調査においても本調査前に航空写

真の判読や字切図を確認することによって旧地形の

把握を行ったところ、調査区内および事業地内にも

旧河道が存在しており、調査区内の基本層序の形成

と密接に関わることが予想された。

したがって、沖積平野では層相の色調や粒度が側

方変化することが一般的であることから、第1・5次

調査では粒度と堆積構造に着目して堆積環境で分層

する堆積学的な視点および地層の堆積後の変化に着

目した土壌学的な視点からの分層を行った（3)。

まず、堆積学的な視点としては、粒度組成はウエ

ントワース・ペティジョン法に、色調は標準土色帖

に基づいている。また、地層の空間的な広がりを把

握するために同時異相の概念を意識し、層相の側方

変化の把握に努めた。

土壌学的な視点としては、堆積後に土壌化の及ん

だ土壌化層（a層）と土壌化の及ばなかった非土壌

化層（b層）と呼び分けている。また、土壌化層で

あるa層が人為的な耕作土の可能性があるか否かに

も注意を払った。

第３章 基本層序

第１節 旧地形の把握と地層観察の方法

第２節 調査区の基本層序

全調査区を通した分層は行われなかったため、報

告書作成段階で各調査時の対応関係を検討し、第５

図を作成した。今回の調査で確認された地層は基本

的に旧河道ＮＲ401と相関関係があることから、第

５次調査の基本層序に他の調査区を対応させるよう

にした。詳細については、各調査時ごとの記述でふ

れることにする。

Ⅰ層 旧河道ＮＲ401がほぼ埋没し、平坦な地形に

なる。Ⅰ-８層は、昭和30年代に行われた耕地整理

以降の表土であり、神社の敷地内に相当した第５次

調査区北半を除き、調査開始以前まで水田として利

用されていた。Ⅰ-８層以下は圃場整備以前の耕作

土であり、上限はいつまでさかのぼるのか不明であ

るが、近世の溝および井戸が確認されている。特に、

自然堤防に相当する第３次調査区を中心に削平され

ている。第１次調査では、0層・1a層に相当する。

Ⅱ層 旧河道ＮＲ401が埋没していき、当該地点で

は自然堆積層と水田耕作土層が互層をなす。時期的

には中世前期以降に相当する。第１次調査区以外の

地点では基本的に削平を受けている。特に第２・３

次調査区では、中世前期の溝や井戸といった深度の

深い遺構が中心に確認されており、遺物量もまとま

っている点から裏付けられる。第１次調査では２a

層が相当する可能性が高い。

Ⅲ層 Ⅳ層以下で、旧河道ＮＲ401に相当していた

地点に中洲ができ、畠として利用されるようになる。

その後背低地は、水田畦畔が水田化される時期があ

る。耕地が広がる点で画期となる。畠とその母層と

なる自然堆積層にも中世前期の土器片が包含されて

いることから、中世前期ごろに大幅な地形変化が生

じたことになる。

Ⅳ層 Ⅳ-１・２層は土壌化層であり、旧河道際に

土堤と木柵を伴う。Ⅳ-３層は自然堆積層である。

第２・３次調査において中世の遺構面より下部で、
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包含層Ⅱとして把握された層位が概ねⅣ-１・２層

に相当すると推定される。具体的には第２次調査Ｃ

地区６・７層、第３次調査区16・27層、第２次調査

Ｂ地区７層が相当する。第１次調査区では４a層～

６a層が概ね対応すると推定される。また、Ⅳ-３層

が６b層以下に対応する可能性がある。いずれの層

も基本的には旧河道から南部に向かって細粒化する

が、第２次調査Ｃ地区では逆方向に向かう。この点

でＣ地区南部には供給源が存在していたことが推定

される。

時期的には、Ⅳ-２層下面で弥生時代後期の山中

Ⅱ式の土器を伴う遺構が確認されており、Ⅳ-２層

上面では古墳時代前期後半の島貫Ⅳ期の土器を伴う

遺構が確認されていることから、Ⅳ-２層の土壌化

は弥生時代後期には始まっており、古墳時代前期後

半まで続いたと考えられる。Ⅳ-１層は不明な点が

多い。しかし、古代の遺構がⅣ-１層より下面でし

か検出できていない点からすると、土壌化は古代ま

で続いていたと考えられる。

Ⅴ層 Ⅴ-１層は土壌化層であり、Ⅴ-２層はその母

層である自然堆積層である。Ⅴ-１層上面で旧河道

際に土堤が確認されており、自然堤防上の微高地は

第５次調査区内でおさまる。

Ⅵ層 Ⅵ-１層は土壌化層であり、Ⅵ-２層は自然堆

積層である。Ⅵ-１層上面で旧河道際の土堤と水田

畦畔が確認されている。 （川崎志乃）

(註)

（１）高橋学「先史・古代における雲出川下流域平野の地

形環境」（『人文地理』第31巻２号1979年）など

（２）三重県埋蔵文化財センター『筋違遺跡発掘調査報

告－第１分冊』2004年

三重県埋蔵文化財センター『筋違遺跡発掘調査報

告－第２分冊』2005年

（３）池島・福万寺遺跡で実施されている地層観察方法を

参照した。外山秀一「池島・福万寺遺跡の立地と環

境Ⅰ-遺跡の立地と環境の復原-」（『池島・福万寺遺

跡発掘調査概要ⅩⅠ』（財）大阪文化財センタ－

1995年）



１．調査区の基本層序

(１)地層観察の方法

第１次調査では、第３章のとおり粒度と堆積構造

に着目して堆積環境で分層する堆積学的な視点およ

び地層の堆積後の変化に着目した土壌学的な視点か

らの分層を行った（1）。

度重なる季節はずれの大雨によって調査区壁面が

崩落したために不十分な点も多々存在するが、可能

な限りの観察を行った。まず、堆積学的な視点とし

ては、粒度組成はウエントワース・ペティジョン法

に、色調は標準土色帖に基づいている。また、地層

の空間的な広がりを把握するために同時異相の概念

を意識し、層相の側方変化の把握に努めた。土壌学

的な視点としては、堆積後に土壌化の及んだ土壌化

層（ａ層）と土壌化の及ばなかった非土壌化層（ｂ

層）と呼び分けている。また、土壌化層であるａ層

が人為的な耕作土の可能性があるか否かにも注意を

払った。

(２)基本層序の層相

壁面の崩落によって断面観察の地点を固定するこ

とができなかったことから、各地点での観察を基に

基本層序（第８表）を復原している。各層相の粒度

および色調は地点により異なるためここでは簡易に

とどめ、詳細な説明が必要な場合は個別の記述でふ

れることにする。

０層 0層は、昭和30年代に行われた耕地整理以降

の表土であり、調査開始以前まで水田として利用さ

れていた。畦畔部分は、灰色粘質粗砂～細砂混じり

シルトで、水田部分は黒褐色シルトである。加工面

は2.6ｍ付近に揃っている。

１層 1a層は、圃場整備以前の耕作土であり、上限

はいつまでさかのぼるのか不明である。調査区北東

部では、３層に細分でき、1a-1層がオリーブ褐色礫

混じり粗砂、1a-２層が灰オリーブ色粘質極細砂質

シルト、1a-３層が黄褐色粘質極細砂である。調査

区南壁では暗灰黄色粘質極細砂、調査区西壁では灰

黄色シルト質極細砂である。調査区北部から調査区

南部にかけて粒度が細粒化しており、調査区北西部

から南東部に向かって堆積したと考えられる土壌化

層である。

２層 2a-1層・2a-2層がある。調査区西壁では細分

することができた。2a-2層は調査区南部では層相が

上方へ粗粒化している傾向がみられた。粒度は粘質

極細砂から粘質シルトで、概ね調査区南部から北東

部へと粒度が変化している。

３層 3a層・3b-1層・3b-2層がある。自然堆積層と

その上部に形成された水田耕作土層である。3b-2層

～3a層の堆積によって、4層までに形成された調査

区中央部の低地を埋積し、水平な地形に変化する。

3b-2層はシルト質極細砂層であり、3b-1層堆積直前

のリバース・グレイテイング現象に伴う自然堆積層

である。3b-1層は自然堆積層であり、3aは3b-1層の

土壌化層である。

3a層上面では、調査区南壁で水田畦畔を、西壁で

は溝ＳＤ2に伴う土堤状の起伏を確認している。こ

れはいわゆるV畦と考えられ、3a層そのものが土壌

化層であることと合わせて、一連の水田層と考えら

れる。また、V畦の上面で検出すると、V畦に沿っ

て、洪水砂が薄く残存しており、平面プランの残存

していたことが分かる。なお、溝の底付近ではラミ

ナがみられることから、流水のあったことがわかる。

４層 4a-1層・4a-2層・4b層がある。4a-1層は調査

区全面で確認された。

なお、調査中に生じた調査区壁面の崩落被害状況

は４a-1層上面の地形と相関関係にある。特に被害

の著しかった地点は、４a-1層が水田耕作域となっ

ている地点に集中していた。

５層 5a層・5b層がある。

６層 6a-1層・6a-2層・6b-1層・6b-2層がある。Ｓ

Ｅ8セクションでは上記のとおり細分したが、南部

トレンチでは、時間的に細分まではできなかった。

（第７表参照）また、観察を行った全ての地点で6a
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第４章 第１次調査の成果

第１節 基本層序と遺構
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層の存在を確認している。

調査区南壁の6a層は暗灰黄色極細砂質まじり粘質

シルトで、層位の上方約10㎝がやや粗く炭が混じっ

ている土壌化層であり、下方は粘性が強くなる。ま

た、土壌化層の上面で水田畦畔状の起伏がみられた

ことから、水田耕作土層と考えられる。平面検出を

実施している4a-1層よりも、土壌化の度合いは進ん

でいるように観察した。6a-1層からは土器片1点が

出土しており、弥生土器の可能性が高い。

７層 7b層がある。水性堆積層である。

８層 8b層がある。水性堆積層である。

９層 9a-1層・9a-2層がある。9a-1層からは土器片

1点が出土しており、弥生土器の可能性が高い。

10層 10b層がある。杭が出土した。

なお第１次調査では、4層を中心に土壌の軟X線撮

影・プラント・オパール分析・花粉分析・種実同定

を行い、古環境復原を試みた。分析結果は必要に応

じて報文中にもふれるが、第３節に掲載しているの

で、合わせて参照されたい。

２．遺構

今回の調査で確認された遺構は、複数の遺構面で

見られたが、全ての遺構面において平面検出するこ

とはできなかった。

調査開始当初に、4a-1層上面で水田畦畔状の起伏

や機能時の溝が確認された。また、4a-1層は地点に

よって層厚が厚く、4a-1層下面で平面検出を実施し

た場合には全ての遺構が記録できなくなると予想さ

れた。さらに、調査区北部ではいわゆる包含層であ

る4a-1層内には多量の土器が包含されていた。これ

らの点から、4a-1層上面をまず検出した。その際、

より上方から切り込んでいる遺構については掘削

し、略図を作成した。その後4a-1下面での検出を試

みた。しかし、全ての遺構を捉えることは困難であ

り、最終的には4a-2層下面で検出し、更に重機で断

面の下層確認調査を行った。検出遺構の概略に関し

ては、遺構一覧表（第９表）に示した。以下は、検

出した遺構面にしたがって報告する。

（1）4a-2層下面（第13図）

〈検出〉調査区中部で検出した溝は、いずれも4a-1

層下面でも類似する平面形の溝を検出しているが、

各遺構面ごとに、別途機能している溝と考えられた

ことから、遺構番号を別途与えた。

〈土質と地形〉4a-2層は4b層を母層とする土壌化層

である。地形は、北東方向から南西方向にゆるやか

に傾斜する。

溝ＳＤ41（第13図）

規模 幅 0.56ｍ 深さ 15㎝

遺構所見 上部にＳＤ25が存在する。溝は直角に曲

がるが、切り合い関係は確認できなかった。陶邑田

辺編年（以下、省略）ＭＴ85型式（2）の須恵器が出

土した。
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第12図 ＳＺ39断面図(1：80）

第11図 土坑ＳＫ40平面図・断面図(1：80）

第13図 4a-2層内検出遺構平面図(1：400）

（2）4a-2層内（第13図）

土坑ＳＫ40（第11図・図版12）

位置 S82～T83グリッド

平面形 不定楕円形

規模 3.04×2.8ｍ 深さ 32㎝

遺構所見 遺物は、最下層の3層から出土した。

ＳＺ39（第12図）

位置 S84～85・T85～86グリッド

平面形 いびつな長方形

規模 6.0×2.56ｍ 深さ 8㎝

重複関係 ＳＤ37→ＳＺ39

遺構所見 上部にＳＺ21が存在する。遺構西肩部

から10～15㎝内側に深さ6㎝の溝が検出された。

（3）4a-1層下面（第14図・図版10）

〈土質と地形〉4a-1層は、北東部の細砂まじり極細

砂から南西部にかけて細砂まじりシルトへと変化

する 土壌化層である。地形は北東方向から南西

方向に緩やかに傾斜する。

井戸ＳＥ8（第15図・巻頭１）

位置 R82～S83グリッド

平面形 掘形は隅丸方形
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規模 3.2×2.9ｍ 深さ 1.68ｍ

重複関係 ＳＺ16→ＳＺ17→ＳＥ8→ＳＺ10

遺構所見 井筒は砂層に据えられており、底面の

標高は-0.18ｍであった。井筒の据えられた外側に

は、井戸枠として船の転用材と板材が組み合わさ

れており、井戸枠の上部は腐食していた。

井筒は、直径60㎝のクスノキの丸太刳り抜き材

が用いられており、側面に１方向に３段のチキリ

止めが認められた点と内面の下方に段が存在する

点から、桶などからの転用材を使用していると考

えられる。井戸枠の船材は準構造船船底部であり、

直径70㎝のスギの刳り抜き材が用いられていた。

板材もスギである。土器が埋土に多く含まれてい

たことから、井戸枠下部では出土状況図（第15図）

を作成した。その後、湧水が著しく危険を伴った

ために、最終的には井筒を重機を用いて取り上げ

た。井筒底には土師器甕を中心に６世紀代の土器

が多量含まれていた。桃核は、掘形と井戸枠埋土

から出土した。

ＳＺ12・11・10・16・17・19（第14図・図版11）

位置 R82～T84グリッド

平面形 不整な隅丸方形

規模 ＳＺ10 3.3×2.8ｍ 深さ８㎝

重複関係 ＳＺ12→ＳＺ11→ＳＺ10

ＳＺ16→ＳＺ17→ＳＺ19

遺構所見 不明遺構である。隅丸方形状の形態を

呈し、底面は平坦である。調査時には、埋土に多

量の土器が包含されている点や埋土下部に炭が含

まれている点とＳＺ10で貼床を確認したことから、

竪穴住居と想定して調査を進めたが、柱穴は確認

できなかった。なお、土器は多量の出土をみたも

のＳＺ16出土の高杯99以外は細片ばかりであった。

ＳＺ21（第14図・図版11）

位置 S84～85・T85～86グリッド

平面形 いびつな長方形

規模 6.0×2.56ｍ 深さ 6㎝

重複関係 ＳＺ39→ＳＺ21

遺構所見 ほぼ重なる形で、下部にＳＺ39が存在

する。

溝ＳＤ5（第17図）

位置 Q・R81～82グリッド第14図 4a-1層下面検出遺構平面図(1：400）



－ 16 －

第15図 井戸ＳＥ8出土状況平面図・立面図・断面図 (1：40）
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規模 幅 1.5ｍ 深さ 24㎝

方位 北→南？

重複関係 ＳＺ6、ＳＺ7→ＳＤ5

遺構所見 重機掘削当初に調査区西壁に沿って入れ

たトレンチに向かって更に深くなる。

溝ＳＤ26（第23図）

位置 V93・94グリッド

規模 幅 0.7ｍ 深さ 12㎝

方位 北→南

遺構所見 溝の上面で炭化物と焼土が検出された。

炭化物は木本植物であり、クリあるいはシイノキと

同定された。また、タデ科タデ属の種実が併せて検

出された。ＳＤ26の埋土は、均質なシルトであり、

水流の弱かったことが推定される。断面を断ち割っ

たところ、下部にはＳＤ43が存在していた。

溝ＳＤ30（第24図）

位置 T・U93 T～W94グリッド

規模 幅 1.5ｍ 深さ ８㎝

方位 北西→南東

遺構所見 埋土は均質な灰黄色シルトで、弱いラミ

ナが見られた。

溝ＳＤ31（第25図）

位置 T～V95グリッド

規模 幅 2.4ｍ 深さ 20㎝

方位 北西→南東

遺構所見 埋土は、灰黄色シルトに暗灰黄色粘質極

細砂質シルトが上から混じり込むようにみられた。

溝ＳＤ32（第14図）

位置 T95～W97グリッド

規模 幅 1.1ｍ 深さ 14㎝

方位 N45°W

遺構所見 埋土には、炭化物が多く含まれていた。

溝ＳＤ36（第14図）

位置 Ｕ～Ｗ94・V・W95グリッド

規模 幅 0.5ｍ 深さ ８㎝

方位 北西→南東

遺構所見 埋土は、均質な灰オリーブ色シルトで、

弱いラミナが見られた。溝底には、鉄分が沈着して

いた。

溝ＳＤ38（第21図・図版13）・畦畔（第22図）

第17図 溝ＳＤ5・ＳＺ6断面図(1：40） 第19図 溝ＳＤ4断面図(1：40）

第16図 調査区北部平面図(1：200） 第18図 ＳＺ16出土状況平面図(1：40）
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第22図 畦畔断面図(1：40） 第25図 溝ＳＤ31断面図(1：80）

第20図 調査区中央部平面図(1：100）

第21図 溝ＳＤ38出土状況平面図・断面図(1：20）

第23図 溝ＳＤ26断面図(1：40）

第24図 溝ＳＤ30断面図(1：80）
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位置 S86・T86～T87グリッド

規模 幅 0.9ｍ 深さ 26㎝

方位 北西→南東

遺構所見 畦畔は、水田耕作土である4a-1層を除去

すると、見えてきた。平面検出したこの畦畔は、下

部に6a層に伴う畦畔が存在していることから、擬似

畦畔Ａ（3）と考えられる。なお、出土土器111は平面

的にはＳＤ38の上部に位置したが、溝が機能を停止

した埋没後の4a-1層内から出土している。

水田ＳＺ29（第14図）

位置 S90～T92グリッド

規模 深さ 20㎝

遺構所見 畦畔状遺構の断面を91列トレンチ（第７

図）で確認ところ、擬似畦畔Ｂ（4）であった。埋土

である4a-1層は粘質シルト質極細砂であり、1㎝ま

での4b層や5㎜までの5b層がブロック状になって含

まれていた。この点から4b層を母層とする水田耕作

土層であることが分かる。また、隣接するＳＤ23の

底面が5b層まで達していることから、5b層が擬礫と

して包含されている点も調和的である。ブロック状

に包含されている擬礫が大きい点からは、長期間の

耕作ではなかったことがわかる。

（4）4a-1層内

土器群ＳＺ22（第26図・図版12）

位置 Ｓ・Ｔ87グリッド

遺構所見 遺構の輪郭は確認できなかったが、土器

がまとまって出土した。細片になった土器の出土も

多かったことから、部分的に土ごととりあげたとこ

ろ、水洗時に鉄鏃・鉄製工具・臼玉も確認された。

（5）4a-1層上面（第27図）

調査開始当初は、この遺構面で水田畦畔状の起伏

や機能時の溝の存在を把握したことから、略図を作

成している。

調査区南壁断面で、水田畦畔状の起伏を確認して

いる。水田畦畔状の起伏は４a-1層からやや盛り上

がって3b層に覆われていることから、４a-1層に伴

う畦畔と判断した。畦畔は４a-1耕作土層の下方に

分層できた。この点は、この時期一般的にみられる

畦畔の構築方法と異なるとも考えられたが、畦畔を

構築後に、耕作土層の土を撹拌した場合にはこのよ

うに分層できることも考えられる。

溝ＳＤ4（第19図・図版11）

位置 S・T81～82グリッド

規模 幅 1.2ｍ 深さ 24㎝

方位 北西→南東

遺構所見 本来、4a-1層上面に属する遺構であるが、

下面の遺構群と同時に掘削を行った。箱状の断面形

を呈し、下層には擬礫がブロック状に混じる。

第26図 土器群ＳＺ22出土状況平面図・断面図(1：20）
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（6）３ａ層上面（第27図）

溝ＳＤ2（第27図）

位置 R～U86グリッド

規模 幅 0.3ｍ

方位 N0°（西→東）

遺構所見 重機掘削で検出した。溝の両肩は土堤

状に盛土が積み上げられていたことから、ＳＤ2に

はV畦が伴っていたと考えられる。溝の底付近の

埋土は、灰色細砂～極細砂でラミナがみられるこ

とから、流水のあったことがわかる。また埋土に

は、10世紀前半の灰釉陶器が包含されていた。

（7）４a－1層上面で平面検出を実施した遺構（第

27図）

溝ＳＤ1（第27図）

位置 Ｑ～Ｔ82グリッド

規模 幅 0.4ｍ

方位 N0°（西→東）

遺構所見 埋土は、ほぼ均質な暗灰黄色粘質細砂

で、ラミナは不明瞭であった。溝底面には、鋤先

痕跡が２列にわたって確認でき、鉄分の沈着も見

られた。

溝ＳＤ46（第27図）

位置 Ｓ94～Ｔ95グリッド

規模 幅 0.4ｍ

遺構所見 埋土は暗灰黄色極細砂で４a-1層が混じ

っていた。弱いラミナがみられた。

溝ＳＤ3（第27図）

位置 Ｑ～Ｔ81グリッド

規模 幅 2.5～ｍ 深さ 50～㎝

方位 N0°（西→東）

遺構所見 調査区外に広がっているため、本来の

規模は確認できていない。上層からは13世紀前半

の陶器椀が出土しており、下層からは12世紀末か

ら13世紀にかけての南伊勢系鍋片が出土している。

また、最下層の存在は断面にて確認したが、底ま

では確認できなかった。最下層の埋土は、全体に

細かい粒度で水平に堆積していた。ラミナが確認

できたことにより、最下層の段階では流水があっ

たと考えられる。

溝ＳＤ13（第27図）

位置 S84～85グリッド第27図 4a-1層上面検出遺構略図(1：400）
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第９表 遺構一覧表
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規模 幅 1.1ｍ

方位 Ｎ11°Ｗ

遺構所見 埋土は３層であった。

ＳＺ14（第27図）

位置 T・U85～87グリッド

規模 幅 5～×５～ｍ 深さ 30㎝

遺構所見 掘り窪められた中の埋土は粘質極細砂で

あり攪拌を受けていた点から耕作土と判断した。そ

の上部に洪水砂層が堆積していた。ＳＺ15も同様の

遺構である。

第２節 出土遺物

１次調査出土遺物は、古墳時代後期の土器が主体

を占めている。古墳時代後期に相当する須恵器につ

いては、陶邑田辺編年（5）を用いて時期を示した。

１．木製品

10b層出土木製品（1) １は、モミ属の丸太材の先

端部を削り出した杭である。

井戸ＳＥ8出土木製品（2～13） 準構造船の船底部

（2）は、直径70㎝のスギの半裁材が刳り抜かれてい

る。高さは34.5㎝、厚さは保存状態のよい部分で

4.5㎝を計る。船幅は長さ50㎝に対し、1㎝狭くなっ

ていること点から、船の中央部分ではなく先端部に

片寄った部分に相当すると考えられる。側面部分は

両端部から約15㎝分の内面が薄く加工されており、

側面と底面の境は段になっている。側面部分の厚さ

は2㎝を計る。端部には、ほぞ孔が互い違いにあけ

られており、そのうちの１か所には木栓が残存する。

これらのことから、側面の薄い部分に別の板材を組

み合わせ、ほぞ孔に木栓を打ち込むことで板を結合

し、下方の段でそれを支える構造をなすことがわか

る。材の外面は底面付近の状態が悪く、特に中央部

付近は厚さも薄くすりへっている。浸水によって側

面と底面の保存状態が異なっていることと、離水時

に底面がすれたことが考えられる。切断面には、幅

約６㎝の鋭利な工具痕が明瞭に見られる。他の加工

面が丁寧に仕上げられているのに対し、粗雑に裁断

されたのみの加工であることから転用時に裁断され

た痕跡と考えられる。

３はクスノキ材の丸太刳り抜き材を用いた井筒で

ある。直径は底面で60㎝、残存最大径で70㎝、高さ

61㎝、厚さ５㎝を計る。内外面ともに、Rによって

丁寧に仕上げられているが、内面の下方には工具痕

も残存する。側面の１カ所に不定形の孔があけられ

ている。また、別の地点には、ほぞ孔が３カ所あけ

られており、うち１カ所はチキリ止めで、止め木が

残存している。板の左右にほぞ孔が対応しない点で、

疑問が残るが、各パーツの割れ口は古い。なお、現

場での組み合わせ状況は未確認であり、取り上げ作

業時に重機を用いたため、各パーツの組み合わせは

取り上げ後に復元している。井筒として機能してい

た段階にほぞ孔そのものが有効的に機能していたの

かどうかも疑問が残る。

４～６はスギの板目材であり、4の木口は粗く裁

断されている。７はスギの割材の先端を削り出した

材であり、井戸外側板を固定するために楔状に用い

られていた。８は耕起具のナスビ形曲柄鍬の鍬先で

ある。アカガシ亜属の柾目材であり、木目に沿って

欠損している。９～11・13はスギの追柾目材である。

いずれも反っている特徴があり、端部が斜めに裁断

されている。このうち10・11は、木表を内面に使用

している。内面側には、幅約５㎝の工具痕が明瞭に

残る。12はスギの柾目材である。側面は粗雑に斜め

に切り落とされており、木口は両面から薄く削られ

ている。

２．土器

土坑ＳＫ40出土遺物（14～22） 土器は須恵器杯蓋

（14）・杯身（15～18）・土師器鉢（19）・S字甕

（20）がある。須恵器杯蓋（14）は退化した稜が残

る。杯身（16・17）の外面は灰色を呈しているが、

やや焼成不良である。内面は生焼けで橙色を呈して

いる。杯身の立ち上がり部はいずれも短い。時期的

には、古墳時代後期に相当するＭＴ85型式に併行す

ると考えられる。

石器は21が泥岩製の砥石であり、平坦な擂り面と

刃物状の痕跡が残る。敲石（22）は両端部に平坦面

が形成され、敲打痕も見られる。

溝ＳＤ41出土土器（23） 23は須恵器杯蓋である。



井戸SE8出土土器（24・25） 須恵器杯蓋（24）・

土師器台付小型鉢（25）がある。24は混和物に長石

を多く含む。ＭＴ15型式に併行すると考えられる。

井戸ＳＥ8井戸枠内掘形出土土器（26） 土師器壺

（26）は口縁部が丸く収められており、器壁が厚い。

井戸ＳＥ8井筒内出土土器（27～29） 須恵器壺

（27）・土師器甕（28・29）がある。

27は、頸部にカキメが巡らされている。28・29は、

丸底甕であり、内面はハケ調整後ヘラ削りで、外面

はハケ調整で仕上げられている。28の底部外面は摩

滅しているが、煤は付着していない。

井戸ＳＥ8井筒内最下層出土土器（30～44） 須恵

器は杯蓋（33）・壺（34）・横瓶（43）があり、土

師器は高杯（32）・甕（30・31・35～42・44）があ

る。

須恵器杯蓋（33）は大形で口縁端部には窪みが残

るが、稜がない。外面は摩耗している。ＭＴ85型式

に併行すると考えられる。土師器甕には、S字甕

（30・31）と丸底甕（35～42・44）があり、内44は

長胴甕である。31は口縁部内面に面をもつ。内外面

ともに体部下半をヘラ削りで仕上げている。38の口

縁部には孔が空いている。焼成前に外面から内面に

向かって空いているが、孔の外面周囲には工具など

が当たった痕跡がある点と孔の周囲が摩滅していな

い点から偶然による所産の可能性が高いと考えられ

る。丸底甕はいずれも体部外面をハケメで仕上げて

おり、口縁端部は外面に面をもつ。体部内面は、全

てハケ調整仕上げの37・42と下半をヘラ削りで仕上

げる36・44と全てヘラ削りで仕上げる35がある。な

お、36の内面と42の底部内面には炭化物が付着して

いた。炭化物のなかには粒状の形状で残存している

ものがあり、保存状態のよい42に付着する痕跡を同

定したところ、イネであった（第3節-3参照）。

土器群ＳＺ22出土遺物（45～86） 土師器は鉢（45

～47）・台付小形鉢（48～59）・高杯（60・61）・

甕（70～76）があり、須恵器は杯蓋（62・63）・杯

身（64～69）がある。

須恵器蓋杯（62～69）は立ち上がりがしっかりと

しており、ヘラケズリも丁寧に施されている。68は

器形の歪みが著しい。ＴＫ10型式に併行すると考え

られる。77～83は滑石製の臼玉である。保存状況の

よい77～80は、側面を斜めの１方向に研磨して加工

されている。鉄鏃（84～86）はいずれも破片で、錆

が付着していた。84は長頸鏃であり、刃部と茎部の

両端が欠損している。頸部は幅0.6㎝厚さ0.3㎝の長

方形を呈し、茎部は幅0.5㎝厚さ0.2㎝の長方形を呈

する。85も長頸鏃であり、刃部と頸部の両端が欠損

している。刃部は0.2㎝であり、頸部は幅1.0㎝厚さ

0.1㎝の長方形を呈する。86は刃部と茎部の両端が

欠損している。頸部は幅1.0㎝厚さ0.1㎝の長方形を

呈し、茎部は幅0.5㎝厚さ0.2㎝の長方形を呈する。

溝ＳＤ5下層出土土器（87） 87は須恵器杯身であ

る。ＴＫ10型式に併行すると考えられる。

溝ＳＤ5出土土器（88～90） 須恵器杯蓋（88・

89）・杯身（90）があり、90の外面にはヘラ描きが

ある。ＴＫ10型式に併行すると考えられる。

溝ＳＤ32出土土器（91） 91は須恵器杯身である。

溝ＳＤ25出土土器（92・93） 須恵器高杯（92）と

土師器台付鉢（93）がある。92は生焼けで、にぶい

赤橙色を呈する。脚柱部には粗いカキメが巡らされ

ており、３方向に円形の透孔が開けられている。杯

部内面には、同心円当て具痕が残る。

溝ＳＤ28出土土器（94） 94は土師器高杯の脚部で

ある。内面には絞り痕が残る。

溝ＳＤ37出土土器（95） 95は土師器高杯の脚部で

ある。内面には絞り痕が残る。

ＳＺ11出土土器（96） 96は土師器鉢である。

ＳＺ6出土土器（97） 97は土師器台付甕の脚台部

である。

ＳＺ17出土土器（98） 98は須恵器杯身である。

ＳＺ16出土土器（99） 須恵器高杯（99）は生焼け

で、にぶい橙色を呈する。脚柱部には粗いカキメが

巡らされており、３方向に円形の透孔が開けられて

いる。杯部内面には、同心円当て具痕が残る。なお、

前述の92と極めて類似する。

ＳＺ29出土土器（10 0～1 0 2） 須恵器杯身

（100）・土師器台付甕（101・102）がある。台付甕

はS字甕の脚台部である。

ＳＺ21出土土器（103） 103はＳ字甕脚台部である。

溝ＳＤ13出土土器（104・105） 104はS字甕口縁部

である。土師器甕（105）は器壁が厚く、口縁部が

丸みを帯びながら外反する。
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溝ＳＤ2出土土器（106） 106は灰釉陶器椀である。

O53型式（6）に相当することから、10世紀前半の所産

と考えられる。

溝ＳＤ3下層出土土器（107） 107は南伊勢系鍋の

口縁部である。伊藤編年第１段階（7）に相当する。

溝ＳＤ3上層出土土器（10 8・1 0 9 ) 陶器皿

（108）・陶器椀（109）がある。藤沢編年６型式（8）

であることから、13世紀前半に相当する。

Ｓ81Pit1出土土器（110） 110は須恵器杯蓋である。

4a-1層Ｔ93P1（111） 111はS字甕である。口縁部

は外面に面を持ち、体部外面は斜め方向のハケ調整

で仕上げられている。内面には粘土が少量付いてい

る。

4a-2層出土遺物（112） 112は土師質竃と考えられ

る。壁面はハケ調整で仕上げられている。内面には

煤が付着している。外面はハケ調整と接合のための

凹凸が見られ、黒斑状になっている点から、本来は

接合していた部分があったと考えられる。

4 a - 1層出土遺物（11 3～1 5 7） 弥生土器壺

（113）・双孔円板（114）・鉄製工具（115）・鞴羽

口（116）・鉄滓（117）・鉄製品（118）・須恵器

杯蓋（119～125）須恵器杯身（126～133）・土師器

高杯（134～137）・須恵器高杯（138～141）・土師

器甕（142～153）・土師器鉢（154）・須恵器壺

（155）・土師器壺（156・157）がある。

双孔円板（114）は石材は滑石製である。115の端

部は板状の地金が折り曲げられており、端部から約

４㎝分は木質が残存し、地金と木質部の間に異物が

挟まっている。木質の方向は板の方向に平行する。

工具あるいは釘の可能性が考えられる。鞴羽口

（116）は厚さ1.7㎝であり、復元径はさほど大きく

ないと推定される。鉄滓（117）は9ｇの出土である。

118は厚さ0.2㎝の地金に、鋲に類似した金属が付着

する鉄製品である。鋲状金属については片面にしか

見られず、裏面に出ていないことから鋲ではないと

判断した。

須恵器蓋杯（119～133）は歪みの大きい土器（図

版24）が目立つ。土師器高杯（135～137）には透か

しがなく、須恵器高杯には方形透孔（139・140）と

円形透孔（141）がある。甕は台付甕（142～151）

と丸底甕（152・153）があり、台付甕は全てS字甕

である。147のみは小形の容量である。154は土師器

の把手付き鉢である。口縁部の形態や体部外面のハ

ケ調整の手法は、Ｓ字甕と共通する。把手の断面形

は長方形を呈する。157の口縁部は頸部から強く屈

曲し、上方へ立ち上がる。二重口縁壺にその系譜を

辿ることができよう。

3層出土土器（158～160） 土師器皿（158）・陶器

椀（159）・須恵器甕（160）がある。160は古墳時

代後期の須恵器であり、焼成不良で断面が白い。

包含層等出土遺物（161～170） 古墳時代初頭の土

器と古墳時代後期の遺物がある。

古墳時代初頭の土器は、土師器壺（161）・高杯

（162）がある。162は脚柱部に櫛描直線文が巡らさ

れ、３方向に透孔が穿たれている。

古墳時代後期の遺物は、須恵器蓋杯（163・

164）・須恵器高杯（166）・須恵器甕（167）・須

恵器D（169）・土師器高杯（165）・土師器甕

（168）・土師質土錘（170）がある。168は形骸化し

たS字甕であり、口縁部は厚く短い。

（川崎志乃）

（註）

（１）池島・福万寺遺跡で実施されている地層観察方法を

参照した。外山秀一「池島・福万寺遺跡の立地と環

境Ⅰ-遺跡の立地と環境の復原-」（『池島・福万寺遺

跡発掘調査概要ⅩⅠ』（財）大阪文化財センタ－

1995年）

（２）田辺昭三『須恵器大成』（1981年）

（３）斎野裕彦「検出された遺構と遺物」（『富沢（富沢遺

跡第15次調査発掘調査報告書）』仙台市教育委員会

1987年）

（４）前掲（３）

（５）前掲（２）

（６）山下峰司「灰釉陶器・山茶碗」（『概説 中世の土

器・陶磁器』 中世土器研究会 1995年）

（７）伊藤裕偉「中世南伊勢系の土師器に関する一試論」

（『Mie history』vol.1 三重歴史文化研究会

1990年）

（８）藤澤良祐「瀬戸地方の北部系山茶碗窯」（『尾呂』瀬

戸市教育委員会 1990年）
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第28図 出土木製品実測図(1)(2・3は1：10、その他1：6）
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第29図 出土木製品実測図(2)(1：8）
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第30図 出土遺物実測図(1)(1：4）
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第31図 出土遺物実測図(2)(1：4）
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第32図 出土遺物実測図(3)(77～86・114～118は1：2、その他1：4）
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第33図 出土遺物実測図(4)(1：4）
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第34図 出土遺物実測図(5)(1：4）

第10表 出土木製品観察表

第11表 出土土器観察表(1)
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第12表 出土土器観察表(2)
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第13表 出土土器観察表(3)



－ 34 －

各種分析の総合的な目的は、各層位に基く土地利

用状況の復原（目的a）と環境変遷（目的b）および

植物質資源の利用状況（目的c）を記録することで

ある。なかでも、今回は調査区内に耕作域の存在を

確認した点から、栽培植物の追求に重点をおいた分

析を実施した。

目的a 土地利用状況の復原

PO分析・花粉分析・Ｘ線撮影・大形植物遺体同定

を実施した。PO分析は、イネ科植物が栽培されてい

るのかの是非を目的に、定量分析を実施した。花粉

分析は、周囲の植生復原を行うために実施した。し

かし、試料となる土壌が基本的に極細砂質であるこ

とから、事前にPO分析や花粉分析では各層序の古環

境を反映した結果を求められない可能性も想定され

たため、SD26出土炭化物の同定を実施した。検出さ

れる栽培植物や雑草類の出現傾向によって、土地条

件や堆積した季節の検討をすることも可能と判断し

たためである。

目的b 環境変遷

水田層とその前後層の堆積状態を客観的に記録す

る手法の一つとして軟X線撮影を実施した。水田状

遺構の調査の場合、通常は水田上面で検出するとこ

ろを、今回は水田耕作土下面の形態を検出している。

これは調査の制約だけでなく、水田層とその前後

層が類似しており、分層を行いにくかったという特

徴があったことも要因である。

目的c 植物質資源の利用状況

土器付着炭化物の同定・種実同定・出土木製品の

樹種同定を実施した。

なかでも、土器付着炭化物の同定については、土

器内面に付着する炭化物（いわゆるおこげ）が穀物

状の形態で残存しており、肉眼観察からは楕円形の

粒と円形に近い粒の２種類の穀物の可能性が考えら

れた。種実同定は、可食食物の有無を把握するため

実施した。なお各種分析は、同一層序の複数地点で

分析を実施した。三重県内では、筋違遺跡（１）など

において水平方向のデータの蓄積を行っており、成

果が得られている。今回も、調査区内で水平方向に

土地利用状況の変化が把握されたため、分析結果に

反映される可能性が考えられたからである。

（川崎志乃）

（註）

（１）三重県埋蔵文化財センター『筋違遺跡発掘調査報

告－第２分冊－』（2005年）

第３節 自然科学分析

１ 自然科学分析の目的

第14表 自然科学分析一覧表
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はじめに

西肥留遺跡では、古墳時代を中心とした竪穴住

居・井戸・溝・土坑、ピット・水田などの遺構や遺

物が検出されている。今回、古墳時代の遺物包含層

より下位層準について、稲作などの土地利用に関し

ての自然科学的情報を得るために、分析調査を実施

した。すなわち、古墳時代の遺物包含層より下位に

認められる溝や人為層と判断される層準での微化石

の産出状況を確認し、調査地点ないしは周辺での水

田や畑作の有無を検討する。また、井戸などの遺構

から出土した植物遺体について栽培植物や可食食物

の有無を明らかにし、当時の植物利用に関する情報

を得る。

1.調査区内の層序

本調査区で観察された堆積物は、古墳時代の遺構

検出面のベースをなす泥質砂層を挟んで上下で層相

が大きく異なる（第35図）。

古墳時代の遺構検出面のベースより下位には、上

位に比べ泥質な堆積物が累重している。これらの層

準は、シルト質粘土から砂質粘土質シルトを中心と

した堆積物によって構成されている。これらの堆積

物には、細粒砂～中粒砂や植物遺体からなる葉理が

多く挟在している。また、古土壌の形成も認められ

る。このような堆積物の特徴から、古墳時代遺構検

出面のベース下位の層準は、河川氾濫の影響を強く

受ける後背湿地の堆積環境下で形成されたことが推

定される。

古墳時代の遺構検出面のベースより上位には、下

位に比べ砂質な堆積物が累重している。これらの層

準は、砂質シルトから中粒砂～粗粒砂を中心とした

堆積物によって構成されている。また、遺物包含層

を形成し、ほとんどが耕作などの人間活動による擾

乱作用を受けた塊状をなす層相を示す。堆積物の粒

度組成などから判断して、古墳時代遺構検出面のベ

ース上位の層準は、氾濫堆積物によって構成されて

いると判断される。古墳時代遺構検出面のベース上

位では、砂質堆積物が上方へ連続して累重している。

このことから、本層準は、自然堤防を構成している

ものと推定される。

なお、調査区内の深掘からエノキ属、最下部から

アカガシ亜属の木材片が出土している

2.試料

調査区内での試料採取場所として、1地点-4地点

を設定した。このうち、1地点は古墳時代の遺物包

含層を挟んで、弥生時代や中世の堆積物が認められ

る。2地点は、弥生時代やそれ以前の堆積物が見ら

れる。3地点には盛土らしき痕跡が検出されている。

4地点には溝SD26が検出され、埋積物中に炭化物の

集積が見られる。

土壌試料を第35図に併記する。1地点の試料番号

1-1と1-2は古代-中世とされる。1地点の試料番号1-

3、3地点の試料番号3-1、4地点の試料番号4-1が古

墳時代とされる。1地点の試料番号1-4と1-5、2地点

の4点(試料番号2-1、2-2、2-3、2-4)は弥生時代と

される。この中から、堆積物の微細構造観察で5点、

花粉分析で9点、植物珪酸体分析で11点を選択した。

土壌微細植物片分析は、4地点の古墳時代とされ

るSD26炭化物から採取された土壌5点(焼土、北から

1、北から2、洗い出し試料、SD26断面上部炭化物)

について実施する。また井戸とされるSE8、SZ11や

SD3から検出された種実15点(フィルムケース番号1-

15)について種実同定を実施する。各試料の詳細は、

結果と共に第17表に示す。

3.分析方法

(1)堆積物の微細構造観察

土層断面より採取したブロック状の試料から、幅

２ 西肥留遺跡の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社
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第35図 層序柱状模式断面図



７cm、長さ20cm、厚さ１cmの板状の試料をプラスチ

ックケース内に分離、成形して軟Ｘ線写真の撮影を

行った。撮影はニッテツ・ファインプロダクツ釜石

文化財保存処理センターの協力を得た。

軟Ｘ線写真の記載は、「土壌薄片記載ハンドブッ

ク」（久馬・八木訳監修，1989）を参考とした。各

写真において、土壌の基本的構造である粒団（ペッ

ド）や粗孔隙ないし間隙（写真で黒く表現されてい

る部分）の形状や分布を中心として堆積物の微細堆

積構造の記載を試みた。

粗孔隙と間隙の用語については、成岡その他

（2000）に従い、粗孔隙を土の乾燥収縮、植物根の

腐朽跡あるいは地中動物の通行跡などに相当し、面

状や管状などの構造単位の特定が可能な亀裂や管状

孔隙に、間隙や粗孔隙を含むすべてのスキ間に対し

て使用する。

(2)花粉分析

試料約10ｇについて、水酸化カリウムによる泥化、

篩別、重液(臭化亜鉛：比重2.3)よる有機物の分離、

フッ化水素酸による鉱物質の除去、アセトリシス

(無水酢酸9：濃硫酸1の混合液)処理による植物遺体

中のセルロースの分解を行い、物理・化学的処理を

施して花粉を濃集する。残渣をグリセリンで封入し

てプレパラートを作成し、400倍の光学顕微鏡下で

プレパラート全面を走査し、出現する全ての種類に

ついて同定・計数する。

結果は、検出された種類とその個数の一覧表で示

す。

(3)植物珪酸体分析

各試料について過酸化水素水・塩酸処理、沈定法、

重液分離法(ポリタングステン酸ナトリウム，比重

2.5)の順に物理、化学処理を行い、植物珪酸体を分

離、濃集する。これをカバーガラス上に滴下、乾燥

させる。乾燥後、プリュウラックスで封入してプレ

パラートを作製する。400倍の光学顕微鏡下で全面

を走査し、その間に出現するイネ科葉部(葉身と葉

鞘)の葉部短細胞に由来した植物珪酸体(以下、短細

胞珪酸体と呼ぶ)および葉身機動細胞に由来した植

物珪酸体(以下、機動細胞珪酸体と呼ぶ)を、近藤・

佐瀬(1986)の分類に基づいて同定・計数する。

分析の際には、分析試料の乾燥重量、プレパラー

ト作成に用いた分析残渣量、検鏡に用いたプレパラ

ートの数や検鏡した面積を正確に計量し、堆積物１

ｇあたりの植物珪酸体含量(同定した数を堆積物１

ｇあたりの個数に換算)を求める。

結果は、検出された植物珪酸体の種類と個数の一

覧表、植物珪酸体含量の一覧表で示す。また、各種

類の植物珪酸体含量とその層位的変化から稲作の様

態や古植生について検討するために、植物珪酸体含

量の層位的変化を図示する。

(4)微細植物片分析および種実遺体同定

土壌試料は200ccを水に一晩液浸し、試料の泥化

を促す。0.5mmの篩を通して水洗し残渣をシャーレ

に集め、双眼実体顕微鏡下で観察し、同定可能な果

実、種子などを抽出する。種実の形態的特徴を、所

有の現生標本および原色日本植物種子写真図鑑(石

川,1994)、日本植物種子図鑑(中山ほか,2000)等と

比較し、種類を同定し、個数を求める。

検出された炭化材は、48時間80℃で乾燥した後に

重量を測定し、樹種の同定を試みた。

4.結果

(1)堆積物の微細構造観察

撮影した個々のサンプルごとの軟Ｘ線写真につい

ては、第36・37図に掲載した。第38図には、各サン

プル写真で観察された層準について層序対比を試み

た結果を示した。なお第38図の軟X線写真は、ポジ

写真の色調を反転し、階調や明るさ、コントラスト

の調整などの簡単な画像補正を行っている。堆積物

微細構造の観察結果については、微化石分析結果を

合わせ、後述する考察の中で述べる。

(2)花粉分析

結果を第15表に示す。表中で複数の種類をハイフ

ォンで結んだものは、種類間の区別が困難なもので

ある。

各試料から検出される花粉化石数は少なく、定分

析を行うだけの個体数は得られなかった。花粉化石

の保存状態は悪く、花粉外膜が溶解あるいは壊れて

いるものが多い。木本花粉ではマツ属、コウヤマキ

属、スギ属、コナラ属コナラ亜属など、草本花粉で

はイネ科、カヤツリグサ科、ヨモギ属などがわずか

に認められる。また、いずれの試料においてもシダ
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第38図 軟Ｘ線写真模式対比断面図
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第39図 各地点での植物珪酸体含量の層位的変化
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類胞子が多産する。

(3)植物珪酸体分析

結果を第16表、第39図に示す。各試料からは植物

珪酸体が検出されるものの、保存状態が悪く、表面

に多数の小孔(溶食痕)が認められる。以下に、地点

毎の産状を述べる。

・1地点

4点の植物珪酸体含量は、5,000個/g前後である。

各試料からはイネ属が検出される。概して機動細胞

珪酸体の含量が多く、特に試料番号2と4では検出さ

れた機動細胞珪酸体の70%を超える。試料番号5では、

籾殻に形成されるイネ属穎珪酸体も認められる。ま

た試料番号2､3､4では、オオムギ族の短細胞珪酸体

も検出される。オオムギ族はコムギやオオムギなど

栽培のムギ類を含む分類群であるが、検出された植

物珪酸体の形態からは栽培種か否かの判別が難し

い。

この他には、ネザサ節を含むタケ亜科、ヨシ属、

コブナグサ属やススキ属を含むウシクサ族、イチゴ

ツナギ亜科などが検出される。また、樹木起源珪酸

体の第Ⅳグループ(近藤・ピアスン,1981)も検出さ

れる。第Ⅳグループは網目模様の付いた紡錘形を呈

する。

・2地点

下位の試料番号4と3の植物珪酸体含量は2,000

個/g程度、試料番号2と1は下位よりも多く2.1万-

2.6万個/gである。各試料からはイネ属が検出され、

概して機動細胞珪酸体の含量が多い。特に試料番号

1と2では検出された植物珪酸体全体の中で機動細胞

珪酸体の産出が目立つ。試料番号1では、イネ属穎

珪酸体も認められる。また試料番号1と2では、栽培

のムギ類を含む分類群であるオオムギ族の短細胞珪

酸体も検出されるが、検出された植物珪酸体の形態

からは栽培種か否かの判別が難しい。

この他には、1地点と同様な種類が検出される。

この中で、試料番号1と2ではイネ属を除いた中でヨ

シ属とコブナグサ属の産出が目立つ。

・3地点

試料番号2下と3上の植物珪酸体含量は、1地点や2

地点と比較して少ない。各試料からイネ属が検出さ

れるものの、短細胞珪酸体が数十個/g、機動細胞珪

酸体が数百個/g程度である。この他には、他地点と

同様にネザサ節を含むタケ亜科、ヨシ属、コブナグ

サ属やススキ属を含むウシクサ族、イチゴツナギ亜

科などが検出される。

・4地点

試料番号1の植物珪酸体含量は、約1,800個/gと他

地点と比較して少ない。イネ属が検出されるものの、

3地点と同様に少ない。また、オオムギ族も認めら

れる。この他には、ネザサ節、コブナグサ属やスス

キ属を含むウシクサ族、イチゴツナギ亜科などが検

出される。

(4)微細植物片分析および種実遺体同定

土壌微細植物片分析および種実遺体同定の結果を

第15表 各地点の花粉分析結果 第16表 各地点の植物珪酸体分析結果（個／ｇ）



第17表に示す。

SD26炭化物からは、タデ属の果実が認められる。

また、クリまたはシイノキ属と思われる炭化材も多

量に検出される。SE8、SZ11、SD3からは栽培植物の

スモモとモモが検出される。

以下に、本分析によって得られた種実の形態的特

徴などを、木本、草本の順に記述する。

＜木本＞

・スモモ（Prunus salicina Lindley） バラ科

サクラ属

核（内果皮）の完形が検出された。淡灰褐色、レ

ンズ状の広楕円形。径15mm、厚さ9mm程度。先端部

はわずかに尖り、基部は切形で中央部に湾入した臍

がある。一方の側面には縫合線が発達する。内果皮

は厚く硬く、表面にはごく浅い凹みが不規則にみら

れる。

・モモ(Prunus parsica Batsch) バラ科サクラ属

核(内果皮)の完形、半分、破片が検出された。灰

褐色、広楕円形でやや偏平。長さ20-25mm、幅18-

21mm、厚さ15mm程度。先端部はやや尖り、基部は切

形で中央部に湾入した臍がある。一方の側面に縫合

線が発達する。試料番号7,11,15のモモ核には、縫

合線上に齧歯類(ネズミなど)によると考えられる食

害痕がみられる。内果皮は厚く硬く、表面には縦に

流れる不規則な線状の深い窪みがあり、全体として

粗いしわ状に見える。表面が磨耗している個体もみ

られる(試料番号4)。

＜草本＞

・タデ属(Polygonum) タデ科

果実が検出された。黒色、三稜状卵体。径2mm程

度。頂部がやや尖る。果皮表面には明瞭な網目模様

が発達し、ざらつく。稜に沿って3裂した個体もみ

られる。

5.考察

(1)調査区内の古植生

各時期に生育していたイネ科植物の種類に大きな

変化はなく、ネザサ節、ヨシ属、コブナグサ属、ス

スキ属、イチゴツナギ亜科などのイネ科植物や樹木

の生育がうかがえる。

弥生時代とされる2地点の試料番号1と2では、ヨ

シ属とコブナグサ属の産出が目立った。ヨシ属は湿

潤な場所に生育する大型の抽水植物、コブナグサ属

も湿潤な場所に生育する種類である。このことから、

2地点の試料番号2-1と2-2の頃は湿潤な場所であっ

た可能性が考えられる。

また、古墳時代とされるSD26炭化物から検出され

たタデ属は、人里近い林縁や草地に生育する種類を

多く含むことから、遺跡周辺に生育していたものに

由来すると思われる。ただし、果皮は黒色で硬く、

炭化しているか否かの判断は難しい。吉崎(1992)は、

低湿地遺跡以外から出土する炭化していない種実は

後代からの混入の可能性があるとして、炭化種実と

同様に扱わないように警告している。タデ属が炭化

したものでない場合、遺構が廃絶した後に混入した

後代のものである可能性が考えられる。

なお、多量に検出された炭化材は年輪が認められ

ないことから、クリまたはシイノキ属と判断するに

留めた。

一方、SE8、SZ11やSD3から検出されたスモモやモ

モは、古くから栽培のために持ち込まれた渡来種で

あり(南木,1991)、観賞用の他、果実や核の中にあ

る仁（種子）などが食用、薬用等に広く利用される。

なお、花粉化石は化石数が少なく、保存状態が悪

かった。得られた花粉化石ではマキ属・ツガ属・マ

ツ属・コウヤマキ属・スギ属など針葉樹に由来する

花粉化石が多く認められ、シダ類胞子が多産する。
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また、草本類においても比較的分解に強い花粉や、

分解が進んでも同定可能な花粉が検出されている。

一般的に花粉やシダ類胞子は、風化に対する抵抗性

が種類により異なっており、落葉広葉樹に由来する

花粉よりも針葉樹に由来する花粉やシダ類胞子の方

が風化に対する抵抗性が高いとされている(中

村,1967;徳永・山内,1971)。また、花粉は常に酸化

状態に置かれている場所では、酸化や土壌微生物に

よって分解・消失するとされている。今回の分析対

象をみると、1地点の試料番号1-4や2地点の試料番

号2-1においてアゼ状遺構、1地点の試料番号1-3採

取層準で耕作に係わる溝などが検出されており、1

地点の試料番号1-2や1-1は古代～中世の耕作土とさ

れている。これらのことから、いずれの層準も耕作

に伴う堆積物の可能性があり、堆積環境は好気的で

あったことが予想される。よって、今回検出された

花粉・シダ類胞子化石は、堆積時に取り込まれた花

粉が、その後の経年変化により分解・消失し、分解

に強い花粉が選択的に残されたものと考えられる。

通常、花粉分析では得られた花粉化石群集を統計

的に扱い、各種類の出現頻度を求め、その出現頻度

と種類構成の層位的変化から古植生について推定す

る。しかし、今回のように大半の花粉化石が分解・

消失していると判断される試料では、花粉化石群集

は偏った組成となっており、当時の植生を推定する

には充分ではないと考えられる。

(2)調査区内における遺跡形成過程の検討

本節では、軟Ｘ線写真による堆積物観察と植物珪

酸体分析の結果を併せ、弥生時代～古墳時代氾濫原

堆積物から古墳時代包含層までの遺跡形成過程につ

いて検討する。

1地点の1-3柱状サンプルでは、古墳時代包含層を

挟む層準について軟Ｘ線写真撮影を行っている。褐

色砂質シルトで構成される古墳時代包含層では、直

径8～10mm程度の偽礫（ブロック土）ないし粒団と

考えられる塊状を呈す堆積物の集合体が存在してい

る様子が明瞭に観察される。土壌薄片の観察による

と、通常、土壌発達に伴って形成される粒団の直径

は3～5mm程度であること多い。本層準で認められる

塊状堆積物は、土壌中で普通に形成される粒団に比

べ直径がかなり大きい。このことから、古墳時代包

含層内の塊状堆積物は、人間による地表面付近での

耕起や掘削などで生じた偽礫（ブロック土）に由来

する可能性が高いと考えられる。古墳時代包含層は、

側方への連続性が極めて良好である。また、肉眼や

軟Ｘ線写真の観察からは、下位の堆積物を明瞭に切

って形成されていることが確認された。このような

堆積物の観察から、古墳時代包含層は、下位の堆積

物を削平して形成された耕作土である可能性が高い

と判断される。植物珪酸体分析結果（1-3）では、

イネ属機動細胞珪酸体の含量が900個/g程度と本調

査地内において相対的にイネ属珪酸体が比較的多く

産出する。現地での断面観察では、畝や畝間の溝に

関連するような構造が確認されなかった。また、古

墳時代包含層を構成する堆積物は、比較的しまりが

良い砂質シルトからなり、畠跡遺構構成層でよく観

察されるような団粒構造が発達した孔隙が多く、し

まりが悪い堆積物の層相（松田・パリノ・サーヴェ

イ，1996）と異なる。これらのことから、本層準は

水田耕作土の可能性が推定される。

古墳時代包含層の直下には、層厚5cm程度を測る

灰オリーブ色シルト質砂で構成され塊状の層相を示

す層準が存在している。本層準でも、上位の古墳時

代包含層と同様に偽礫に由来する可能性がある直径

8～10mm程度の塊状堆積物の集合体が観察される。

この層準は、比高や層相から、3地点サンプル中部

に挟在する砂層より上部の層準に対比されると推定

される。層相から、本層準は耕作土など人間による

擾乱によって形成された可能性が示唆される。古墳

時代包含層およびその直下の層準より下位には、灰

オリーブ色シルト混じり細粒砂～中粒砂で構成され

る層準が存在している。本層準は、根痕に由来する

直線上の粗孔隙が密に分布しており、粒団と考えら

れる直径は3～5mm塊状堆積物の集合体の発達も認め

られる。このような土壌構造からは、本層準が土壌

化を受けていることが示唆される。しかしながら、

非常に不明瞭ながら堆積層内には水平葉理も観察さ

れる。比高や層相から、上記の層準は、3地点サン

プルの中部に挟在する砂層に対比されると推定され

る。

古墳時代遺構検出面ベース泥質砂層では、3・4地

点で軟Ｘ線写真による堆積物の観察を実施した。3
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地点では、91列トレンチにおいて溝の西肩をなす島

状高まり部の堆積物について軟X線写真撮影を行っ

た。3地点のサンプルでは、4つの層準が見いだされ

た。最上部には、直径5～10mm程度を測る塊状堆積

物の集合体の分布が認められる褐色砂質シルトで構

成される層準が存在する。この層準直下には、氾濫

堆積物と考えられる水平葉理が明瞭な灰オリーブ色

細粒砂から中粒砂層が存在する。氾濫堆積物下位に

は、堆積物中に直径5～8mm程度の塊状堆積物を多く

含む褐色砂質シルトからなる層準が累重する。本層

準に含まれる塊状堆積物は、サンプルの肉眼観察か

ら、最下部の古墳時代遺構検出面ベース泥質砂層の

基盤をなす黄褐色砂質粘土質シルトに由来する偽礫

であることが確認される。この偽礫は、黄褐色砂質

粘土質シルト直上に多く存在しており、上位に向か

って粒径および分布密度が減少していく傾向がうか

がえる。本層準に含まれる偽礫は、その由来から人

間による黄褐色砂質粘土質シルト面の掘削や耕起な

どによって生じた可能性が高いことが示唆される。

偽礫の分布が薄くなる本層準の上部では、北側に向

かって急傾斜する葉理の重なりが観察される。上記

してきた本層準の層相は、人間活動による堆積物の

擾乱を強く示唆する。

4地点では、SD26を充填する堆積物およびその基

盤層について軟X線写真撮影を行った。4地点では溝

内と基盤層ごとに3つの層準が観察された。溝内堆

積物の最上部には、炭化物を多量に含む層準が存在

する。この層準直下には、塊状無層理の褐色シルト

からなる薄層が存在している。この下位には、上部

に溝の中心方向に傾斜する葉理が明瞭に観察される

層準、下部に直径10mm程度の偽礫と思われる塊状堆

積物の集合体からなる堆積層が存在する。これらの

堆積層は褐色砂質シルトによって構成され、上部の

層準では砂が多く混じり、不明瞭ながら細粒砂の葉

理も観察される。このような溝内堆積物の層相から、

溝下部に偽礫が堆積した後、周囲からの流れ込みに

よって溝内が充填する時期を経て、最終的に人為的

に炭化物を多量に含む堆積物によって埋積されたこ

とが推定される。なお、炭化物集中を除く溝内堆積

物は、その層相から、1-3サンプルにおいて古墳時

代遺構検出面ベース泥質砂層直下で確認された層準

や3地点で氾濫堆積物より上部に存在する層準に対

比される可能性がある。基盤層については、1地点

の1-4サンプルおよび2地点の2-1サンプルに対比さ

れるものと考えられる。この層準については、1・2

地点のサンプルで詳しく記載を行う。

1-4サンプルと2-1サンプルでは、古墳時代遺構検

出面ベース泥質砂層直下の層準について軟X線写真

撮影を行った。これらの層準は、褐色砂質粘土質シ

ルトで構成される。現地での堆積物観察では、この

褐色砂質粘土質シルト最上部で、耕作土の可能性が

ある層準が確認された。本層準での軟X線写真撮影

および植物珪酸体分析は、現地での堆積物観察結果

の検証を目的として実施した。耕作土の可能性が示

唆された層準では、直径8～12mm程度を測る塊状堆

積物の集合体からなる層相を明瞭に見いだすことが

できる。本層準からは、イネ属珪酸体が多く検出さ

れ、機動細胞珪酸体について1-4サンプルで3,500個

/g程度、2-1サンプルで12,000個/g程度産出する。

また、この層準からは、畦畔状の高まりも確認され

ている。これらのことから、古墳時代遺構検出面ベ

ース泥質砂層直下の層準では、水田が形成されてい

た可能性が極めて高いことが指摘される。これらの

層準の下部に位置する2-2サンプルでは、イネ属機

動細胞珪酸体が17,000個/g程度と多量に検出されて

おり、さらに深部にも耕作地が存在している可能性

も推定される。

以上のような現地および軟Ｘ線写真による堆積物

観察と植物珪酸体分析結果から、本調査区内におけ

る古墳時代包含層より下位の層準についての遺跡形

成過程について検討を行ってきた。その結果、古墳

時代包含層は、下位の堆積層を造成して形成された

水田耕作土と推定された。その基盤をなす古墳時代

遺構検出面ベース泥質砂層には、人間活動による擾

乱の可能性を示唆する構造が層準内に多く観察され

ることが確認された。古墳時代遺構検出面ベース泥

質砂層は、氾濫堆積物の砂層を挟んで上下の層準に

区分されるようである。上部の層準は、耕作土の可

能性がある塊状無層理の褐色シルトによって構成さ

れる。この堆積物は、古墳時代遺構検出面ベース泥

質砂層の上部～最上部で検出される溝内にも充填さ

れているようである。下部の層準は、下位の堆積物
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に由来する偽礫を多く含み、明らかに人間によって

擾乱された層相をなす褐色砂質シルトによって構成

される。これら堆積物の層相および検出された小溝

群の形態や分布などから、本層準は耕作地を構成す

る堆積物である可能性も示唆される。下部の層準を

構成する偽礫混じり堆積物上面は、起伏に富む層理

をなしている。このような層理面の構造および層相

から、下部の層準は、畠跡遺構を構成する堆積物の

可能性も想定される。上部の層準を構成する堆積物

は、下位に比べ泥質でより均質な層相を示す。現時

点では、この層準の成因や土地利用の動態を推定す

ることは難しい。この層準での人間活動については、

本層準で確認されている小溝群の形成過程の詳細な

観察と併せ、今後、さらに検討していくことが課題

である。

古墳時代遺構検出面ベース泥質砂層（3-1,3-2）

および溝内堆積物（4-1）からは、少ないながら

（機動細胞珪酸体で数百個/g程度）イネ属の珪酸体

が検出されている。稲作が行われた水田跡の土壌で

はイネ属の機動細胞珪酸体が5,000個/g程度検出さ

れることが多く、安定した水田稲作が行われたと推

定される(杉山,2000)。この分析値を目安とすれば、

本層準でのイネ属機動細胞珪酸体含量は低いと言え

る。しかしながら、弥生時代の水田跡では、イネ属

の機動細胞珪酸体が数百個/g程度である分析結果も

多く存在しており、含量のみで水田耕作の有無を判

断するのは難しい。また、畠跡遺構からも、敷き藁

などに由来すると思われるイネ属珪酸体が普通に検

出される。これらのことから、植物珪酸体の産出状

況のみからは、堆積物の成因を特定することが極め

て難しい状況であることが認識される。しかしなが

ら、古墳時代遺構検出面ベース泥質砂層および溝内

堆積物での植物珪酸体分析結果は、これらの堆積物

の形成過程において、周辺に水田や畠などイネ属珪

酸体を供給するような場が存在していたことを示唆

しており、本遺跡の動態を考える上において重要な

知見であると認識される。

古墳時代遺構検出面ベース泥質砂層より下位の層

準では、上位に比べ泥質な堆積物で構成される。こ

の層準上部（2-1,2-2）では、湿潤な場所に生育す

るヨシ属とコブナグサ属の産出が目立ち、堆積物の

層相と調和的であると捉えることができる。しかし

ながら同層準と考えられる1-4サンプルでは、ヨシ

属、コブナグサ属の産出が目立たず、地点によって

組成に大きな変化が認められる。層準下部（2-3,2-

4）では、上部の2-1,2-2サンプルのようなヨシ属と

コブナグサ属の多産が認められない。古墳時代遺構

検出面ベース泥質砂層より下位の層準では、下部か

ら上部に向かって上方細粒化の傾向が確認される。

このような堆積物の累重の特徴と、植物珪酸体分析

の結果を併せて考慮すると、安定した後背湿地とな

るのは、層準上部の時期であることが推定される。

この時期（1-4,2-1,2-2）には、イネ属珪酸体が多

量に産出される。特に1-4,2-1サンプルでは、堆積

物の層相などから、水田が形成されていた可能性が

極めて高いと判断された。さらに下位の2-2サンプ

ルも、多量に含まれるイネ属珪酸体から、分析地点

ないし近辺に水田が存在している可能性が想定され

る。また、今回の分析で下部の層準に位置する2-

3,2-4サンプルからも、わずかではあるがイネ属の

珪酸体が検出されている。このような分析結果は、

水田が存在していた可能性が高い1-4,2-1,2-2サン

プルよりも下位の時期にも、周辺でイネ属珪酸体を

供給するような場が存在していたことをうかがわせ

る。2-1サンプルに対比される1-4サンプルや最下部

の2-4からは、弥生土器と考えられる土器片が検出

されている。このことから本遺跡では、弥生時代の

ある段階から継続的に本地点および周辺において、

水田などイネ属珪酸体を供給するような場が存在し

ていた可能性が想定される。弥生時代と考えられる

2-1サンプルより上部には、自然堤防堆積物と考え

られる砂質堆積物が累重する。この砂質堆積物の最

下部、古墳時代の遺構検出面からは、古墳時代初頭

の土器片が検出されており、当該期以前に本層準の

累重が始まったことがうかがえる。この遺構検出面

からは、古墳時代の集落跡ともに、耕作地に関係す

る可能性が想定される小溝群が検出されている。本

遺跡では、今後、本調査地点で観察された後背湿地

から自然堤防への堆積環境の変化のより詳細な時期

の検討や、このような地形発達に応答する人間活動

や遺構形成について、より詳細に検討していくこと

が課題の一つとして認識される。また、砂質堆積物
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の累重時期については、周辺の遺跡の発掘調査成果

をふまえ、より地域的に把握していくことも必要で

あろう。
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図版１ 花粉化石・種実遺体
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図版２　植物珪酸体
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はじめに

今回の分析調査は、西肥留遺跡1次調査区の古墳時代

の井戸跡（SE8）埋積物最下部から出土した土器内面に

付着していた粒状の炭化物の種類同定を行い、当時の

人間が利用していた植物に関する情報を得る。

1.試料

試料は、井戸跡SE8の最下層から出土した土器42の内

面に付着した粒状の炭化物である。

2.分析方法

試料を双眼実体顕微鏡下で観察し、形態的特徴を現

生標本および原色日本植物種子写真図鑑(石川,1994)、

日本植物種子図鑑(中山ほか,2000)等と比較して種類を

同定する。

3.結果

土器内面の炭化物の写真を図版3に示す。土器内面に

付着している炭化物には、不規則に配列した炭化粒の

密集部分が確認される。それぞれの炭化粒は、大きさ

や断面内部の質が似ることから、同一の種類と判断さ

れる。楕円形～長楕円形を呈し、その断面の内部は発

泡している。表面は遺存状態が悪いため確認されない。

完形ならば長さ4～6mm、幅2.5～3mm、厚さ1.5～2mm程

度のやや偏平な長楕円体が推定される。

このような炭化粒と大きさが類似するものとしてイ

ネ、オオムギ、コムギ、マメ類などが挙げられる。こ

のうちコムギやオオムギは、胚乳の腹面正中線上に走

る1本の太く深い縦溝が特徴であるが、今回の炭化粒の

断面ではそのような縦溝が確認されず、コムギやオオ

ムギの炭化種実ではないと判断される。また、マメ類

についても同様に、2枚からなる子葉の合わせ目が、炭

化粒の断面において確認されないことからマメ類の種

実ではないと判断される。以上の形態的特徴から、各

炭化粒はイネ科イネ属のイネ(Oryza sativa L.)の胚乳

に該当するものと判断される。

4．考察

西肥留遺跡では、古墳時代の土地利用や古環境に関

する情報を得ることを目的とした自然科学分析調査が

行われている（第４章第３節２）。その結果、調査区内

は弥生時代から古墳時代にかけて、後背湿地から自然

堤防へ堆積環境が変化していったことが推定されてお

り、古墳時代の遺構検出面ベースの泥質砂層および遺

構内堆積物の形成過程において、調査区周辺において

水田や畠など栽培種のイネ属珪酸体を供給するような

場が存在していたことが確認されている。また、今回

調査を行った土器が出土した井戸跡SE8からは、スモ

モ・モモといった種実が確認されている。スモモ・モ

モは古くから栽培のために持ち込まれた渡来種(南

木,1991)であり、観賞用の他、果実や核の中にある仁

（種子）などが食用、薬用等に広く利用される種類であ

る。

このように本遺跡では、古墳時代における人間活動

や植物利用の一端が明らかにされつつある。今回の土

器付着の炭化物がイネの胚乳に由来することは、上述

の古環境解析結果とも矛盾しない結果であり、当時の

人間活動を考える上で重要な成果といえる。

引用文献

石川　茂雄,1994,原色日本植物種子写真図鑑.石川茂雄図鑑刊

行委員会,328p.

中山　至大・井之口　希秀・南谷　忠志,2000,日本植物種子

図鑑.東北大学出版会,642p.

３　西肥留遺跡出土土器付着炭化物の同定

パリノ・サーヴェイ株式会社
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図版３　土器付着炭化物

1a 1b



－ 52 －

１.試料

№２　　準構造船船底

№８　　農具

№９　　井戸側

№１０　井戸側

№１１　井戸側

№１２　井戸側

№１３　井戸側

２.同定方法

樹種同定に必要な木口面（横断面）、板目面（接

線断面）、柾目面（放射断面）の３断面の切片をカ

ミソリを用いて作製し、サフラニンで染色後、水分

をエチルアルコール、ｎ－ブチルアルコール、キシ

レンに順次置換した。その後、非水溶性封入剤を用

いて永久プレパラートを作製し、光学顕微鏡で観察

した。

顕微鏡写真は、木口面－30倍、柾目面－広葉樹

100倍、針葉樹200倍、板目面－50倍で撮影しスケー

ルで示した。

３.同定結果

各試料の木材組織は顕微鏡写真の通りである。以

下に樹種同定結果とその根拠となる木材組織の特徴

について記す。樹木分類および植生分布は『原色日

本植物図鑑木本編』（Ⅰ）・（Ⅱ）に従った。

※樹木の性質、および材の用途、出土事例等につ

いては後記の文献を参考とした。

№２　スギ　Crypyomeria Japonica D.Don

（ヒノキ科　CUPRESSACEAE）

（スギ属　　Cryptomeria）

試料は７分割。顕微鏡による観察の結果、いずれ

も組織的に同じ特徴を確認することができたため、

７分割中の１点について以下に観察結果を述べる。

仮道管と樹脂細胞、放射柔細胞からなる針葉樹材

である。水平樹脂道、垂直樹脂道は無い。早材から

晩材への移行は比較的急で、晩材部の幅は比較的広

い。樹脂細胞は早材から晩材への移行付近にまばら

に散在する。放射組織は１～６細胞高が多い。分野

壁孔はスギ型で１分野に１～２個見られる。

分布：暖帯、温帯下部：本州、四国、九州、主とし

て太平洋側

樹形：常緑高木で直幹性。樹高30～40ｍ、胸高直径

2ｍに達する

用途：建築、家具、桶、樽、船、土木、下駄、彫刻、

楽器　等

出土事例における主要器種：建築材、桶、底板、

舟・船、下駄、箸　等

№８　アカガシ亜属　Quercus acuta Thunb．（ブ

ナ科　FAGACEAE）

直径150μｍ～180μｍの管孔が放射方向に帯状に

分布する放射孔材である。管孔は厚壁で単独で存在

し、直径はほぼ均一である。道管の穿孔は単一で内

部にチロースが見られる。放射組織は単列同性で5

～15細胞高が多く、広放射組織を有する。

分布：本州（宮城県、新潟県以南）・四国・九州

樹形：常緑高木で樹幹は直立する。樹高20ｍ、胸高

直径70cmに達する　

用途：器具（農具・木型・台柄・三味線棹）、船舶、

車両、土木、建築

出土事例における主要器種：農具（鍬・鋤・堅杵・

横槌・木錘）、櫂、柱根、杭

№ 9   スギ　Crypyomeria Japonica D.Don

(ヒノキ科　CUPRESSACEAE）

（スギ属　　Cryptomeria）

仮道管と樹脂細胞、放射柔細胞からなる針葉樹材

である。水平樹脂道、垂直樹脂道は無い。早材から

晩材への移行は急で、晩材部の幅が広い。樹脂細胞

は晩材から早材にかけて散在する。放射組織は1～

４　樹種同定報告（１）

（財）元興寺文化財研究所
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10細胞高が多い。分野壁孔はスギ型で1分野に1～2

個見られる。

№１０　スギ　Crypyomeria Japonica .Don

（ヒノキ科　CUPRESSACEAE）

（スギ属　　Cryptomeria）

仮道管と樹脂細胞、放射柔細胞からなる針葉樹材

である。水平樹脂道、垂直樹脂道は無い。移行は急

で、晩材部幅も広い。樹脂細胞は早材から晩材への

移行付近に、年輪に平行して見られた。放射組織は

1～15細胞高が多い。分野壁孔はスギ型で1分野に1

～2個確認できた。

№１１　スギ　Crypyomeria Japonica D.Don

（ヒノキ科　CUPRESSACEAE）

（スギ属　　Cryptomeria）

仮道管と樹脂細胞、放射柔組織からなる針葉樹材

である。水平樹脂道、垂直樹脂道は無い。移行は急

で、晩材幅は比較的広い。樹脂細胞は早材から晩材

への移行付近に散在する。放射組織は1～9細胞高が

多い。分野壁孔はスギ型で1分野に1～２個見られる。

№１２　スギ　Crypyomeria Japonica D.Don

（ヒノキ科　CUPRESSACEAE）

（スギ属　　Cryptomeria）

仮道管と樹脂細胞、放射状細胞からなる針葉樹材

である。水平樹脂道、垂直樹脂道は無い。移行は急

で、晩材部幅は比較的広い。樹脂細胞は早材から晩

材への移行付近に、年輪に平行して散在する。放射

組織は1～10細胞高が多い。分野壁孔はスギ型で1分

野に1～2個確認できたが、劣化が顕著であり顕微鏡

写真には反映されにくい。

№１３　スギ　Crypyomeria Jponica D.Don

（ヒノキ科　CUPRESSACEAE）

（スギ属　　Cryptomeria）

仮道管と樹脂細胞、放射柔細胞からなる針葉樹材

である。水平樹脂道、垂直樹脂道は無い。移行は急

で、晩材部幅は比較的広い。樹脂細胞は早材から晩

材への移行付近に、年輪に平行して見られた。放射

組織は1～10細胞高が多い。分野壁孔はスギ型で1分

野に1～2個確認できた。

参考文献

島地謙・伊東隆夫　　『図説木材組織』1982年

平井信二　『木の事典』第1集第6巻　1980年

第3集第15巻1982年

北村四郎・村田源　　『原色日本植物図鑑・木本編』Ⅱ

1979年　

島地謙・伊東隆夫　　『日本の遺跡出土木製品総覧』

1988年

『木器集成図録』近畿原始篇　奈良国立文化財研究所

1993年

図版４

№11 井戸側　スギ

木口面 柾目面 板目面
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図版　５

№９　井戸側　スギ

№８　農具　アカガシ亜属　

№２　準構造船船底　スギ

木口面

木口面

柾目面 板目面

柾目面 板目面

木口面 柾目面 板目面



図版　６

№12 井戸側　スギ

№13 井戸側　スギ　

№10 井戸側　スギ

木戸面

木口面

柾目面 板目面

柾目面 板目面

木口面 柾目面 板目面
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1.試料

試料は三重県西肥留遺跡から出土した9点である。

2.観察方法

剃刀で木口（横断面）、柾目（放射断面）、板目

（接線断面）の各切片を採取し、永久プレパラート

を作製した。このプレパラートを顕微鏡で観察して

同定した。

3.結果

以下に各種の主な解剖学的特徴を記す。

１）マツ科モミ属（Abies sp.）

（遺物No.１）（写真No.１）

木口では仮道管を持ち、早材から晩材への移行は

比較的ゆるやかで晩材部の幅は狭い。柾目では放射

組織の上下縁辺部に不規則な形状の放射柔細胞がみ

られる。放射柔細胞の壁は厚く、数珠状末端壁にな

っている。放射組織の分野壁孔はスギﾞ型で1分野に

1～4個ある。板目では放射組織は単列であった。モ

ミ属はトドマツ、モミ、シラベがあり、北海道、本

州、四国、九州に分布する。

２）スギ科スギ属スギ

（Cryptomeria japonica D.Don)

（遺物No.４～７、他井戸枠構造材）

（写真No.４～７、ア・イ）

木口では仮道管を持ち、早材から晩材への移行は

やや急であった。樹脂細胞は晩材部で接線方向に並

んでいた。柾目では放射組織の分野壁孔は典型的な

スギ型で1分野に1～3個ある。板目では放射組織は

すべて単列であった。樹脂細胞の末端壁はおおむね

偏平である。スギは本州、四国、九州の主として太

平洋側に分布する。

３）クスノキ科クスノキ属クスノキ

（Cinnamomum camphora Presl）

（遺物No.３） （写真No.３）

散孔材である。木口では中庸の道管（～200μm）

が単独または2ないし数個が放射方向あるいは斜方

向に連続して年輪内に平等に分布する。軸方向柔細

胞は道管の周囲を厚く鞘状に取り囲んでおり、その

中に一見小さな道管と見間違えるほどの油細胞（樟

脳油貯蔵細胞）がある。柾目では道管は単穿孔と側

壁に交互壁孔と螺旋肥厚を有する。放射組織は平伏

と直立細胞からなり異性である。道管放射組織間壁

孔はレンズ状の大型壁孔が階段状に並んでいる。板

目では放射組織は1～3細胞列、高さ～800μmからな

る。放射組織の直立細胞や軸方向柔細胞が油細胞に

変化したものが多く見られる。クスノキは本州(関

東以西)、四国、九州に分布する。

４）ニレ科エノキ属（Celtis sp.）

（遺物　10b層出土杭） （写真ウ）

環孔材である。木口ではおおむね円形で単独の大

道管（～230μm）が数列で孔圏部を形成している。

孔圏外では小道管が多数集まって円形、斜線状の集

団管孔を形成し、花綵状に配列している。放射組織

は1～数列で多数の筋として見られる。柾目では大

道管は単穿孔と側壁に交互壁孔を有する。小道管は

さらに螺旋肥厚も持つ。放射組織は平伏型のものと

8～10細胞列の大型のものがある。大型の放射組織

は周囲を軸方向に長くやや大型の細胞（鞘細胞）に

取り囲まれている。エノキ属はエノキ、エゾエノキ

等があり、北海道、本州、四国、九州に分布する。

使用顕微鏡

Nikon MICROFLEX UFX-DX Type 115

参考文献

島地 謙･伊東隆夫 「日本の遺跡出土木製品総覧」 雄山

閣出版（1988）

島地 謙･伊東隆夫 「図説木材組織」 地球社（1982）

伊東隆夫 「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅰ～Ⅴ」 京

都大学木質科学研究所（1999）

北村四郎･村田 源 「原色日本植物図鑑木本編Ⅰ･Ⅱ」

保育社（1979）

深澤和三 「樹体の解剖」 海青社 （1997）

奈良国立文化財研究所 「奈良国立文化財研究所 史料第

27冊 木器集成図録 近畿古代篇」（1985）

奈良国立文化財研究所 「奈良国立文化財研究所 史料第

36冊 木器集成図録 近畿原始篇」（1993）
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５　西肥留遺跡出土木製品の樹種調査結果（２）

（株）吉田生物研究所



図版　7

№７　スギ科スギ属スギ　
木口×40 柾目×100 板目×40

木口×40 板目×40

№３　クスノキ科クスノキ属クスノキ

柾目×40
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木口×40 柾目×100 板目×40

№５　スギ科スギ属スギ　



№４　スギ科スギ属スギ

木口×40 柾目×100 板目×40

№６　スギ科スギ属スギ
木口×40 柾目×100 板目×40

№１　マツ科モミ属

木口×40 柾目×100 板目×40

図版　８
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図版　９

№ウ　ニレ科エノキ属

№イ　スギ科スギ属スギ

№ア　スギ科スギ属スギ

木口×40

木口×40

柾目×100 板目×40

柾目×100 板目×40

木口×40 柾目×40 板目×40
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調査前全景（南から）

調査区全景（南から）

図版10
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調査区北部検出(東から)

調査区北部全景(南から)

図版11
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ＳＫ40(南から)

ＳＺ22出土状況(南から)

図版12
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91～95列付近検出(南から) ＳＤ38付近(南から)

91列トレンチ断面(南から)

90列以南全景(北から)

図版13
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ＳＤ26炭化物出土状況(西から) ＳＤ38畦畔断面(東から)

ＳＤ26炭化物断面(南から） 調査区西壁断面(東から)

ＳＥ８井戸枠出土状況(南から） 調査区南壁断面(北から)

ＳＥ８井筒出土状況(東から) 調査区南壁断面試料採取(北東から)

図版14
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出土遺物(1)

図版15
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出土遺物(2)

図版16
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出土遺物(3)

図版17
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出土遺物(4)

図版18
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出土遺物(5)

図版19

－ 69 －

10

11



出土遺物(6)

図版20
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出土遺物(7)

図版21
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出土遺物(8)

図版22
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出土遺物(10)
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１．調査区の基本層序

(１)地層観察の方法

第２・３次調査では、遺構の切り込む面に注目して

分層を行った。各地区ごとにその記載方法は異なるが、

土色は凡例のように標準土色帖を使用している。

(２)基本層序の層相

全調査区を通じた基本層序は第３章に記載した。

表土以下を、概ね、中世の遺構面を検出した層ま

でと更に下部の弥生時代後期から古代の遺構面まで

に分けており、弥生時代後期から中世の遺構面まで

は２層に細分している。なお、古墳時代から中世の

遺構面までの層位から出土した遺物は、包含層Ⅱお

よび２層として取り上げている。

２．遺構

今回の調査で確認された遺構は、２面に分けて平

面調査を実施した。

検出遺構の概略に関しては、遺構一覧表（第23・

28・29・31・32表）に示した。以下は、検出した地

区および遺構を検出した遺構面にしたがって報告す

る。なお、２・３次調査分については遺構略号が遺

構の性格と対応していないものや遺構番号が複数付

いている遺構がある。ここでは、混乱を少なくする

ために略号の訂正や遺構番号の統合は最小限に留

め、文章で補完した。

個別遺構の記録は、２・３次調査では遺構の作ら

れた時の加工面(1)で記録が作成されているが、遺構

が使用されていた時の機能面(2)の記録が作成された

ものについては、両者を報告する。具体的には、２

次Ｃ地区の竪穴住居が相当する。なお時期的には、

弥生時代後期の山中Ⅱ式から古墳時代前期の島貫Ⅳ

期に相当する遺構が大半を占めることから、煩雑さ

を避けるために凡例の文献に基づき、簡略に記した。

（１）２次Ｂ地区

（ⅰ）第２面（第40図・図版42）

〈検出〉第１面調査後に、人力掘削により遺構検出

面まで掘削を行った。Ｂ地区第２面では、基本的に

第１面において確認できなかった遺構を検出してい

る点や同一遺構を遺構面を違えて調査している点

で、他地区における遺構面とは性格が異なる。

井戸ＳＥ135（第43図・図版43）

位置 Ｎ～０68グリッド

平面形 隅丸方形

規模 1.4×1.2～ｍ 深さ 35㎝

重複関係 ＳＥ135→ＳＨ108

遺構所見 遺構検出面より約20㎝の深さまで土器が

まとまって出土しており、時期的には島貫Ⅱ期古相

に相当する。現地調査時には、第１面で調査された

上部に位置しているＳＨ108の下層の可能性が考え

られていた。しかし、出土状況からは、ＳＨ108出

土遺物は平面的にＳＥ135に一致する上部に位置し

ていない点とＳＥ135出土遺物より約30㎝上位の高

さからまとまって出土している点がわかる。また時

期的にも、ＳＨ108出土遺物は島貫Ⅲ期古相に相当

する遺物である。以上から別遺構と判断した。

（ⅱ）第１面（第40図・図版42）

〈検出〉重機によって表土から遺構検出面まで掘削

を行い、その後人力掘削を実施した。

ＳＨ108（第43図・図版43）

位置 Ｎ～０68グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.7×(1.9)ｍ 深さ 10㎝

重複関係 ＳＥ135→ＳＨ108

遺構所見 前述のＳＥ135で報告したために詳細は

繰り返さない。現地調査時には、下部に位置する

ＳＥ135の上部の可能性を考えられていたが、別遺

構と判断した。時期的には島貫Ⅲ期古相に相当する。

水田ＳＨ120（第44図・図版44）

位置 Ｎ66・67グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.8×(4.1)ｍ 深さ 40㎝

遺構所見 土層断面の６層下半に相当する部分を掘

第５章 第２・３次調査の成果

第１節 基本層序と遺構
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第40図 ２次(Ｂ地区)遺構平面図・下層トレンチ配置図(1：400）
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第18表 ２次(Ｂ地区)調査区西壁土層一覧表(1)
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第19表 ２次(Ｂ地区)調査区西壁土層一覧表(2)

第20表 ２次(Ｂ地区)トレンチ1土層一覧表

第21表 ２次(Ｂ地区)トレンチ2土層一覧表

第22表 ２次(Ｂ地区)トレンチ3土層一覧表
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第44図 ＳＨ120平面図・断面図(1：80)

第43図 ＳＨ108・ＳＥ135平面図・断面図(1：40)
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第45図 ＳＨ132、ＳＤ105・106、ＳＨ107・108・113・114平面図(1：100）・断面図(1：50)
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削している。遺物は出土していない。

当初は竪穴住居と想定されていたが、柱穴などの

構造物が全く確認できない点や類似する形態の遺構

が並ぶ点および遺物が出土しない点から水田跡と考

え、壁面でプラント・オパール分析および花粉分析

用の試料が採取された。プラント・オパール分析で

は６層から他の層序より相対的に高い数値でイネの

プラント・オパールが確認されている点で、水田跡

として否定するものではない。しかし、６層上部で

は畦畔状の隆起が記録されているが、直上層である

５層はいわゆる遺物包含層であり、自然堆積層を確

認していないために、断面で確認された畦畔状の隆

起が本来の畦畔であるのかそれとも上位層に伴う擬

似畦畔Ｂ(3)であるのかも不明である。掘削調査が行

われた部分は、土壌化層下面検出のいわゆるｂ面調

査に相当すると推定され、水田としての機能面であ

るａ面は把握されていない。

水田ＳＨ132（第45図）

位置 Ｎ64・65グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.3×(3.1)ｍ 深さ 60㎝

重複関係 ＳＨ132→ＳＨ119

遺構所見 土層断面の２層に相当する部分をＳＨ

119およびＳＨ132として掘削しているが、同一遺構

であり遺物は出土していない。畦畔状の隆起が、１

層下面および２層下面において認められ、いずれも

擬礫や焼土および灰が包含されている。

溝ＳＤ105・106（第40図）

位置 ０69～Ｑ70グリッド 方位 Ｎ69°Ｗ

規模 2.7×（12.1)ｍ 深さ (110)㎝

重複関係 ＳＤ106→ＳＤ105

遺構所見 ＳＤ106は湧水により、溝底を確認でき

なかった。ＳＤ106を再掘削した溝をＳＤ105とする。

いずれも中世前期の土器が出土している。

溝ＳＤ101（第46図）

位置 Ｍ62～Ｐ63グリッド 方位 Ｎ69°Ｗ

規模 3.4×（11.7)ｍ 深さ (70）㎝

重複関係 ＳＺ124、ＳＨ128→ＳＤ101

遺構所見 ＳＤ101は湧水のために、溝底を確認で

きなかった。中世前期の土器が出土している。

第46図 ＳＤ101平面図(1：100)・断面図(1：50)
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（ⅲ）下層確認（第40図）

トレンチを３カ所設定し、人力掘削で下層確認を

行った。石鏃が出土している。

（２）２次Ｃ地区

（ⅰ）第２面（第47図・図版45）

〈検出〉第１面調査後に重機によって遺構検出面ま

で掘削を行い、その後人力掘削を実施した。また、

井戸については人力掘削後に重機によって断ち割り

調査を実施した。竪穴住居等の遺構の重複が多い地

点では、重複する遺構全体にかかる断面セクション

第23表 ２次(Ｂ地区)遺構一覧表



を適宜設定して調査が進められた。

〈土質と地形等〉この遺構面では、弥生時代後期か

ら古墳時代にかけての遺構が検出されており、遺構

密度は極めて高い。基盤層となるＣ地区基本層序８

層の土質は不明である。

竪穴住居ＳＨ229（第49図・図版46）

位置 Ｆ～Ｈ31・32グリッド

平面形 隅丸方形

規模 4.7×(4.8)ｍ 深さ 20㎝

重複関係 ＳＨ250→ＳＨ229

遺構所見 主柱穴は４カ所で確認された。床面から

出土している遺物は280・284のみであり、山中Ⅱ式

に相当する。282・283は混入遺物と判断した。

竪穴住居ＳＨ222（第50図・図版47）

位置 Ｈ・Ｉ31・32グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.4×(3.0)ｍ 深さ 32㎝

重複関係 ＳＨ250→ＳＨ258→ＳＨ222

遺構所見 床面より下部には、加工面が竪穴住居中

央部を除く壁沿いに幅１ｍ・深さ8㎝の規模で確認

された。また、断続的に幅20㎝の壁周溝が確認され

た。床面から出土していた遺物は磨石（309）のみ

である。出土遺物は時期幅があり時期決定が困難で

あるが、300が加工面から出土している点から、島

貫Ⅱ期新相を遡ることはない。多孔銅鏃（306）は

検出面から出土している。

竪穴住居ＳＨ228（第50図）

位置 Ｈ・Ｉ30・31グリッド

平面形 隅丸方形

規模 （3.2）×（4.0）ｍ 深さ 12㎝

重複関係 ＳＨ228→ＳＨ223

遺構所見 主柱穴は２カ所で確認されており、その

間には炉が位置する。

竪穴住居ＳＨ247（第51図・図版48・49）

位置 Ｇ～Ｉ32・33・34グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.4×5.5ｍ 深さ 30㎝

重複関係 ＳＥ260→ＳＨ247→245→244

遺構所見 主柱穴は４カ所で確認されており、南西

部の柱穴間に炉が位置する。また、床面より下部に

は、加工面が竪穴住居中央部を除く壁沿いに幅80㎝

深さ３㎝の規模で確認された。銅鏃（362）は床面

から出土した。出土遺物は時期幅があり、島貫Ⅱ～

Ⅲ期新相に相当する。

竪穴住居ＳＨ245（第51図・図版50）

位置 Ｆ～Ｈ32・33グリッド

平面形 隅丸方形

規模 4.1×（2.4）ｍ 深さ 13㎝

重複関係 ＳＨ247→ＳＨ245→ＳＨ244

遺構所見 主柱穴は確認されていない。北半部に炉

が位置する。出土遺物は島貫Ⅱ期新相に相当する。

竪穴住居ＳＨ244（第51図・図版50）

位置 Ｇ・Ｈ32・33・34グリッド

平面形 隅丸方形

規模 （3.9)×3.8ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ247→245→244→258

遺構所見 主柱穴は４カ所で確認された。出土遺物

は時期幅があり、山中Ⅱ式～島貫Ⅲ期新相に相当。

竪穴住居ＳＨ250（第51図）

位置 Ｇ・Ｈ32グリッド

平面形 隅丸方形

規模 （4.2)×（4.0）ｍ 深さ 14㎝

重複関係 ＳＨ229→250→258→222

遺構所見 主柱穴は３カ所で確認された。出土遺物

は細片のみであるが、島貫Ⅲ期新相に相当する。

竪穴住居ＳＨ258（第51図・図版49）

位置 ＨＩ32・33グリッド

平面形 隅丸方形

規模 (4.0)×（4.5）ｍ 深さ 20㎝

重複関係 ＳＨ250→ＳＨ244→ＳＨ258→ＳＨ253・

ＳＨ222→ＳＫ224

遺構所見 主柱穴は確認されていない。出土遺物は

時期幅があり、島貫Ⅱ期～Ⅲ期新相に相当する。

竪穴住居ＳＨ253（第52図・図版51）

位置 Ｉ33・34グリッド

平面形 隅丸方形

規模 (4.4)×(4.2)ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ258→ＳＨ253→ＳＨ233

遺構所見 主柱穴は確認されていない。中央部では

硬化面が確認された。出土遺物は島貫Ⅲ期古相に相

当する。なお、331・335は重複するＳＨ233の範囲

内から出土している。
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第47図 ２次(Ｃ地区)遺構平面図(1：200）
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第24表 ２次(Ｃ地区)西壁土色一覧表(1)
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第25表 ２次(Ｃ地区)西壁土色一覧表(2)



－ 91 －

第26表 ２次(Ｃ地区)東壁土色一覧表(1)
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第27表 ２次(Ｃ地区)東壁土色一覧表(2)
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第49図 ＳＨ229平面図・断面図(1：40)



－ 94 －

第50図 ＳＨ222平面図・断面図(1：40)、ＳＨ228平面図・断面図(1：80)
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第51図 ＳＨ244・245・247・248・249・250・258、ＳＥ260平面図・断面図(1：80）
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第52図 ＳＨ227・233・253・258平面図・断面図(1：80)、ＳＨ233炉断面図(1：40)
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第53図 ＳＨ220・231・234・221・241・251・239・257・219・235・238、ＳＫ262平面図・断面図(1：80)
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第54図 ＳＨ220・231・221・241・219・239・235・238、ＳＫ262平面図・断面図(1：80)



竪穴住居ＳＨ233（第52図・図版52）

位置 ＧＨ32・33・34グリッド

平面形 隅丸方形

規模 6.4×6.2ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ253・ＳＨ234→ＳＨ233→ＳＨ227→

ＳＥ216

遺構所見 主柱穴は３カ所で確認された。炉は南西

部に位置しており、炉石を伴う。当初、ＳＫ226と

していたが、ＳＨ233に伴う炉と判断した。床面に

は壁際を除いてほぼ全体に硬化面が確認された。ま

た、床面より下部には、加工面が竪穴住居中央部を

除く壁沿いに幅112㎝・深さ６㎝の規模で確認され

た。時期的には、機能面からの出土遺物が島貫Ⅲ期

新相に相当し、加工面からの出土遺物が島貫Ⅱ期に

相当する。

竪穴住居ＳＨ227（第52図・図版51）

位置 ＩＪ34・35グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.4×3.4ｍ 深さ ３㎝

重複関係 ＳＨ233→ＳＨ227→ＳＥ216

遺構所見 主柱穴は確認されていない。出土遺物は

島貫Ⅲ期新相に相当する。378・380は細片であり、

混入遺物と考えられる。

竪穴住居ＳＨ257（第53図）

位置 Ｉ37グリッド

規模 (2.9)×－ｍ 深さ ６㎝

重複関係 ＳＨ257→ＳＨ239・238

遺構所見 主柱穴は確認されていない。幅32㎝の壁

周溝が確認された。

竪穴住居ＳＨ239（第53図）

位置 ＨＩ36・37グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.36×3.6ｍ 深さ ８㎝

重複関係 ＳＨ257→ＳＨ239→ＳＨ231

竪穴住居ＳＨ238（第53図）

位置 ＨＩ37・38・39グリッド

平面形 隅丸方形

規模 6.4×6.0ｍ 深さ 13㎝

重複関係 ＳＨ257→238→235→ＳＺ213

遺構所見 主柱穴は３カ所で確認された。床面より

下部には、加工面が竪穴住居中央部を除く壁沿いに

幅88㎝・深さ10㎝の規模で確認された。

竪穴住居ＳＨ235（第53図・図版54）

位置 ＨＩＪ37・38グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.3×5.0ｍ 深さ 10㎝

重複関係 ＳＨ238→ＳＨ235→ＳＨ219・231

遺構所見 主柱穴は３カ所で確認されている。機能

面では、炉が３カ所で確認された。また、中央部を

中心に硬化面が確認された。出土遺物は時期幅があ

り、山中Ⅱ式～島貫Ⅲ期新相に相当する。なお、

337は床下からの出土であり、加工面での混入遺物

と考えられる。

竪穴住居ＳＨ231（第53図・図版53）

位置 ＩＪ36・37グリッド

平面形 隅丸方形

規模 6.1×5.0ｍ 深さ ６㎝

重複関係 ＳＨ235→ＳＨ231→ＳＨ220

遺構所見 主柱穴は４カ所で確認されている。床面

より下部には、加工面が竪穴住居中央部を除く壁沿

いに幅80㎝・深さ６㎝の規模で確認された。

竪穴住居ＳＨ220（第54図・図版54）

位置 ＩＪ36グリッド

平面形 隅丸方形

規模 2.8×2.6ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ231→ＳＨ220

遺構所見 機能面では、炉が２カ所で確認された。

また、中央部を中心に硬化面が確認された。

竪穴住居ＳＨ219（第53図）

位置 Ｊ37・38グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.28×（2.8）ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ235→ＳＨ219→ＳＺ218

遺構所見 中央部を中心に硬化面が確認された。

竪穴住居ＳＨ251（第53図）

位置 ＧＨ36・37グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.2×（1.4）ｍ 深さ ２㎝

遺構所見 幅16㎝の壁周溝が確認された。

竪穴住居ＳＨ241（第53図）

位置 ＧＨ35・36グリッド

平面形 隅丸方形
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第55図 ＳＨ225・245平面図・断面図(1：80)



－ 101 －

第56図 ＳＥ260平面図・断面図(1：20)



規模 4.2×（1.3)ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ241→ＳＨ221

遺構所見 幅32㎝の壁周溝が確認された。

竪穴住居ＳＨ221（第53図・図版56）

位置 ＧＨ35・36グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.2×（2.4)ｍ 深さ 32㎝

重複関係 ＳＨ241→ＳＨ221

遺構所見 中央部を中心に硬化面が確認された。焼

土は床面よりやや高い位置で確認された。

竪穴住居ＳＨ225（第55図・図版55）

位置 ＧＨ34・35グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.4×1.8ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＨ225→ＳＫ230

遺構所見 主柱穴は２カ所で確認されている。 壁

面の周囲約50～80㎝の地点に直径10～15㎝深さ約5

㎝の柱穴が等間隔に確認された。なお、重複する

ＳＫ230は床面において確認したが、埋土の特徴か

ら本来はＳＨ225より後出の遺構と考えられ、柱穴

の可能性が高い。

井戸ＳＥ260（第56図・図版56）

位置 Ｈ34グリッド

平面形 隅丸方形

規模 1.4×1.5ｍ 深さ 80㎝

重複関係 ＳＥ260→ＳＨ247・ＳＨ233

遺構所見 底面は重機掘削による断ち割りによって

確認した。出土遺物の大半は、遺構の中層からまと

まって出土した。山中Ⅱ式に相当する。下層出土遺

物は、断ち割りの際に水没した中で回収された遺物

である。Ｓ字甕Ｃ類（Ⅲ段階a）に相当することか

ら、中層出土遺物が山中Ⅱ式に相当する点と矛盾す

る。

（ⅱ）第１面（第47図・図版57）

〈土質と地形及び遺物取り上げ単位〉後述のＳＺ218

がこの遺構面の根幹をなすことから、ここではＳＺ

218とＣ地区基本層序の７・６層との関係及び遺物

の取り上げ単位との関係を示すことにする。Ｃ地区

基本層序７・６層は砂質土と記録されているが、こ

れは調査区南部での所見である。Ｃ地区基本層序

７・６層は、現地調査時の遺物取り上げ単位での２

層に相当する。更に、遺物取り上げ単位の細分と照

合すると、Ｃ地区基本層序の７・６層は２層シルト

下・２層シルト・２層シルト上・２層砂に分けられ

ており、シルトと砂の関係は上下ではなく、調査区

の南北に分布範囲の異なることが分かる。また、現

地調査当初にはＳＺ218は遺物を包含する砂層と考

えられていた。これらの点からＳＺ218とＣ地区基

本層序７・６層は有機的な関係にあり、ＳＺ218に

近接するほど粗く、離れるほど細かくなっている点

から、ＳＺ218が供給源と考えられる。

溝ＳＺ213（第57図・図版57）

位置 ＨＩＪ38・39グリッド 方位 Ｎ24°Ｅ

規模 幅0.8ｍ 深さ 24㎝

重複関係 ＳＺ213→ＳＺ218

遺構所見 湧水のために、底部を確認できなかった。

後述のＳＺ218を除去後に確認された溝である。奈

良時代後期から平安時代初頭にかけての土器がまと

まって出土した。

落ち込みＳＺ218（第48図）

位置 Ｊ38グリッド

重複関係 ＳＺ213→ＳＺ218→ＳＤ211→ＳＤ210

遺構所見 現地調査時には、遺物を包含する砂層と

考えられていた。前述のとおり、Ｃ地区基本層序

７・６層の供給源である。時期的には、下部で奈良

時代後期から平安時代初頭にかけての土器がまとま

って出土したＳＺ213が確認されており、古代の灰

釉陶器が出土するＳＤ211が上面で確認されている

ことから、古代までに収まると考えられる。

土坑ＳＫ201（第57図・図版57）

位置 ＧＨ35グリッド

規模 1.5×1.1ｍ 深さ 20㎝

遺構所見 壁面および底面に石が敷き詰められてお

り、埋土から中世前期の椀皿類及び刀子が出土した。

中世墓の可能性が考えられる。

土坑ＳＫ203（第57図）

位置 ＪＫ38グリッド

規模 0.76×（0.54)ｍ 深さ 14㎝

遺構所見 焼土は壁面および底面で確認された。埋

土の特徴から中世以降の遺構と考えられる。

井戸ＳＥ216（第57図）

位置 Ｉ35グリッド
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第57図 ＳＺ213(1：40)、ＳＫ201・203(1：20)、ＳＥ216(1：50)

1,10YR4/3 にぶい黄褐

2,5YR4/4 にぶい赤褐

3,10YR4/3 にぶい黄褐

粘性やや弱、しまりやや弱 粒子細かい 3mmの酸化鉄・マンガン少量、炭化物

微量 砂質シルト層

粘性やや弱、しまりやや弱 粒子細かい 焼土を多く含む他、全体が焼土化する

粘性やや強、しまりやや弱 細粒 3mmの酸化鉄、2mmのマンガン微～少量〔掘

形〕
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第28表 ２次(Ｃ地区)遺構一覧表(1)
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平面形 方形

規模 2.8×2.75ｍ 深さ (1.25)ｍ

重複関係 ＳＨ233→ＳＨ227→ＳＨ216

遺構所見 重機掘削による断ち割りを行ったが、湧

水のために底面は確認できなかった。中世前期の椀

皿類および貝類が出土した。なお、貝類は基盤層に

は含まれていない。

溝ＳＤ206（第47図）

位置 Ｉ30～34グリッド 方位 Ｎ15°Ｗ

規模 幅１ｍ 深さ 26㎝

遺構所見 埋土は暗褐色を呈し、粘質で軟らかい。

土器は出土しているが、混じり込みの遺物のみの出

土であることから、遺物から時期は特定できない。

（３）３次

（ⅰ）第２面（第58図・図版58～60）

〈検出〉第１面調査後に重機によって遺構検出面ま

で掘削を行い、その後人力掘削を実施した。また、

井戸については基本的に人力掘削後に重機によって

断ち割り調査を実施している。

竪穴住居ＳＨ324（第60図・図版61）

位置 Ｌ56・57グリッド

平面形 隅丸方形

規模 （3.1）×（2.8）ｍ 深さ 21㎝

重複関係 ＳＨ324→ＳＤ328

遺構所見 主柱穴は確認されていない。床面から土

器が出土した。時期的には、島貫Ⅱ期～Ⅲ期古相に

相当する。

竪穴住居ＳＨ327（第60図・図版61）

位置 Ｌ58～Ｍ59グリッド

平面形 隅丸方形

規模 6.8×（4.4）ｍ 深さ 15㎝

重複関係 ＳＨ327→ＳＤ328→ＳＤ338

遺構所見 検出時に炭層が広がっていた。現地調査

時には遺構の重複関係が不鮮明であったが、最も鮮

明なＳＤ338が後出遺構と判断した。なお、ＳＤ328

よりＳＨ327を先に検出している。主柱穴は２カ所

で確認されている。遺物は板状の鉄片などが出土し

ている。遺物は時期幅があり、土器は島貫Ⅱ期新相

～Ⅲ期古相に相当する。なお、Pit１からも刀子片

が出土している。

竪穴住居ＳＨ350（第61図・図版62）

位置 Ｋ42・43グリッド

第29表 ２次(Ｃ地区)遺構一覧表(2)
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第58図 3次(Ｄ地区)遺構平面図(1：400）
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第30表 ３次西壁土層一覧表
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第60図 ＳＨ324、ＳＨ327平面図・断面図(1：80)
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第61図 ＳＨ350・369・341・326平面図・断面図(1：80)
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平面形 隅丸方形

規模 ４×４ｍ 深さ 40㎝

重複関係 ＳＤ348→ＳＨ350→ＳＤ318

遺構所見 主柱穴は３カ所で２柱穴ずつ確認されて

おり、重複関係がある。主柱穴間では幅24㎝深さ16

㎝の溝ＳＤ363が確認された。ＳＤ363の埋土からは

刀子片が出土した。壁際では、幅８㎝の壁周溝が断

続的に確認された。加工面から約10㎝上部では、炭

層および焼土が確認された。なお、Rは炭層より更

に約15㎝上部の埋土からの出土である。時期的には、

島貫Ⅲ期新相に相当する。また、ＳＫ361・362は加

工面より下部で確認された土坑である。現地調査時

に竪穴住居に伴うと捉えられた遺構であり、ＳＫ

361は機能面から深さ40㎝。出土遺物は島貫Ⅲ期新

相に相当する点で矛盾がない。ＳＫ362は機能面か

ら深さ44㎝。出土遺物は、島貫Ⅲ期古相までに相当

する。なお、主柱穴間をつなぐ溝がある建物は、高

知県西分増井遺跡（4）に類例があり、鍛冶遺構とし

第62図 ＳＢ366平面図・断面図(1：100)
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て報告されている。

竪穴住居ＳＨ341（第61図・図版63）

位置 ＫＬ51・52グリッド

平面形 隅丸方形

規模 4.0×4.0ｍ 深さ 12㎝

重複関係 ＳＤ343→ＳＨ341

遺構所見 主柱穴は確認されていない。竪穴住居中

央部を除く壁沿いには、幅96㎝・深さ20㎝の規模で

溝が確認された。

竪穴住居ＳＨ326（第61図・図版63）

位置 Ｏ57・58グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.0×（2.6）ｍ 深さ 20㎝

重複関係 ＳＺ321→ＳＨ326

遺構所見 主柱穴は２カ所で確認されている。出土

遺物は、島貫Ⅱ期新相に相当する。

掘立柱建物ＳＢ366（第62図・図版64）

位置 Ｉ42～Ｊ43グリッド

規模 ５～×２間（5.5×4.0m）

重複関係 ＳＤ348→ＳＢ366→ＳＤ318

遺構所見 近接棟持柱建物である。時期的には、出

土遺物に島貫Ⅲ期に相当する土器が含まれている点

から、古墳時代前期に相当する。

掘立柱建物ＳＢ367（第63図・図版59）

位置 Ｊ45～Ｋ46グリッド

規模 ４×２～間（5.6×4.2m）

重複関係 ＳＤ345→ＳＢ367

遺構所見 総柱建物である。時期的には、7世紀代

第63図 ＳＢ367・368平面図・断面図(1：100)



の須恵器杯身が含まれていたことから、７世紀代に

相当する。

掘立柱建物ＳＢ368（第63図・図版59）

位置 Ｋ45・46グリッド

規模 ３×２間（4.5×2.0m）

重複関係 ＳＨ235→ＳＨ231→ＳＨ220

遺構所見 側柱建物である。時期的には、出土遺物

に島貫Ⅲ期に相当する土器が含まれている点から、

古墳時代前期に相当する。

方形周溝墓ＳＤ328・338(第64・65図・図版66・67)

位置 Ｌ57～Ｍ61グリッド

規模 (10)×(12.8)ｍ（周溝の内側法尻）深さ74㎝

重複関係 ＳＤ335・ＳＨ324・327→ＳＤ328→ＳＤ

338→ＳＸ365

遺構所見 方形周溝墓の周溝である。当初、ＳＤ

328・338は別遺構と考えられていたために、個別に

番号が与えられた。ＳＤ328は幅2.8ｍ・深さ72㎝の

溝であり、 その上層部分がＳＤ338である。 遺物

は溝上部の墳丘寄りから出土していることから、

墳丘上から転落した遺物と考えられる。時期的には、

ＳＤ328から出土した遺物が島貫Ⅲ期新相に相当し、

ＳＤ338から出土した遺物が島貫Ⅳ期に相当する。

ＳＸ365（第64～66図・巻頭３・図版67）

位置 Ｌ57グリッド

重複関係 ＳＤ335→ＳＤ328→338→ＳＸ365

遺構所見 調査区西壁で金属製品がまとまって確認

されたことから、事業地内ぎりぎりまで平面検出が

行われた。しかし遺構の形状は不明瞭であり、明瞭

な掘形等は確認されなかった。また平面的には、方

形周溝墓の周溝ＳＤ328・338上に位置するが、相関

関係は不明。リン・カルシウム分析が実施された。

ＳＤ335（第64・65図・巻頭２）

位置 Ｎ58～Ｏ59グリッド

規模 幅２ｍ 深さ ５㎝

重複関係 ＳＤ335→ＳＤ328

遺構所見 遺構の形状は不明瞭であるが、溝状を呈

する。埋土は暗褐色粘質土であり、炭片が含まれて

いた。銅滓が２カ所で出土した。１カ所は平面的に

約10㎝の範囲で淡い青銅色を呈しており、発泡した

際の気泡が一部にみられる。また、１～２㎝程度の

塊の集合体のようにもみえる。なお、製品が含まれ

ているかを確認するためにＸ線撮影を行ったが、確

認されなかった。もう１カ所は、約５×２㎝の範囲

で青銅色を呈していた。出土土器は山中Ⅱ式～島貫

Ⅱ期に相当する。

ＳＺ332（第68図・巻頭２）

位置 Ｎ・Ｏ56グリッド

規模 幅2.4ｍ 深さ 27㎝

重複関係 ＳＺ321→ＳＺ332→ＳＥ323

遺構所見 埋土は、にぶい黄褐色砂質土である。銅

滓や棒状の鉄片が出土している。銅滓は、平面的に

約20㎝の範囲で淡い青銅色を呈していた。ＳＤ335

出土の銅滓よりも淡い色調である。なお、製品が含

まれているかを確認するためにＸ線撮影を行った

が、確認されなかった。保存処理後の観察では、周

囲に明るい褐色を呈する土がみられた。焼土であろ

うか。出土遺物は島貫Ⅲ期古相に相当する。

井戸ＳＥ356（第67図）

位置 Ｋ44～Ｌ45グリッド

平面形 隅丸方形

規模 2.6×2.4ｍ 深さ 1.01ｍ

遺構所見 中層に砂岩が敷き詰められていた。出土

遺物は弥生時代後期に相当する。

井戸ＳＥ323（第68図）

位置 Ｍ55・56・Ｎ55グリッド

平面形 隅丸方形

規模 4.5×3.7ｍ 深さ 81㎝

重複関係 ＳＺ332→ＳＥ323

遺構所見 出土遺物は上下層に分けて取り上げられ

ているが時期幅はなく、島貫Ⅲ期新相に相当する。

砂岩製の砥石が出土している。

井戸ＳＥ346（第69図・図版65）

位置 Ｉ44～Ｊ45グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.2×（2.2)ｍ 深さ 87㎝

遺構所見 島貫Ⅲ期新相～Ⅳ期に相当する。

井戸ＳＥ351（第70・71図・図版64）

位置 Ｊ40～Ｋ41グリッド

平面形 隅丸方形

規模 5.1×3.5ｍ 深さ （1.6）ｍ

重複関係 ＳＥ351→ＳＢ366

遺構所見 湧水のために、底部は確認できなかった。
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第64図 ＳＤ328・338、ＳＸ365、ＳＤ335平面図(1：80)（破線は銅滓範囲)
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第65図 ＳＤ328・338、ＳＸ365、ＳＤ335断面図(土層断面は1：40、その他1：80)
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第66図 ＳＸ365平面図・断面図(1：10)
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第67図 ＳＫ347、357、ＳＥ356、ＳＤ318平面図・断面図(1：50)
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第68図 ＳＫ331、ＳＥ323、ＳＺ332平面図・断面図 (1：50)
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第69図 ＳＥ346、ＳＫ354・355、ＳＤ352・353平面図・断面図(1：50)
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第70図 ＳＥ351、ＳＤ348平面図(1：50)
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第71図 ＳＥ351、ＳＤ353・348平面図・断面図(1：50)
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ＳＤ359と重複関係が確認できなかったことから、

一連の遺構の可能性がある。

土坑ＳＫ347（第67図）

位置 Ｋ44・45グリッド

平面形 方形

規模 2.3×1.4ｍ 深さ 33㎝

重複関係 ＳＫ357→ＳＫ347

土坑ＳＫ357（第67図）

位置 Ｋ45グリッド

平面形 方形

規模 2.0×1.1ｍ 深さ 17㎝

重複関係 ＳＫ357→ＳＫ347

土坑ＳＫ331（第68図）

位置 Ｎ55グリッド

平面形 方形

規模 2.1×1.6ｍ 深さ 26㎝

遺構所見 埋土は灰色砂利層と暗褐色粘土ブロック

が混じっており、遺物量は少ない。ＳＺ321との重

複関係は認められなかったことから、一連の遺構で

ある可能性が高い。砥石が出土している。

土坑ＳＫ354（第69図）

位置 Ｉ・Ｊ44グリッド

平面形 方形

規模 1.6×1.4ｍ 深さ 10㎝

遺構所見 埋土は褐色粘質土。

土坑ＳＫ355（第69図）

位置 Ｊ44・45グリッド

平面形 方形

規模 1.8×1.6ｍ 深さ 15㎝

遺構所見 灰黄褐色土と黄色ブロックが混じる。

溝ＳＤ353（第69図）

位置 Ｊ・Ｋ39グリッド

規模 幅1.0ｍ 深さ 18㎝

遺構所見 埋土は褐色砂質土。平面的には２次調査

Ｃ地区に接する３次調査区北壁まで続く。２次調査

Ｃ地区の延長上には、古代の溝ＳＤ213は存在する

が、当該時期まで遡る溝は確認できていない。多量

の土器が底部から浮いた状態で出土しており、時期

的には山中Ⅱ式に相当する。包含層Ⅱとして取り上

げられた遺物の大半がこの溝上部から出土した。

溝ＳＤ348（第70・71図・図版68）

位置 Ｊ41～Ｌ42グリッド

規模 幅2.5ｍ 深さ 25㎝

重複関係 ＳＤ348→ＳＨ350→ＳＤ318

遺構所見 埋土は上下層ともに砂質土であるが、下

層は砂質が高く、上層は粘性が高い。銅片は、Ｌ42

グリッドから出土した。底面から相当浮いた状態で

の出土である。出土土器も底部から浮いた状態で出

土しており、溝がある程度埋没した段階の遺物であ

る。時期的には、島貫Ⅲ期古相に相当する。

溝ＳＤ322（第58図）

位置 Ｊ47～Ｍ50グリッド

規模 幅2.2ｍ 深さ 28㎝

重複関係 ＳＤ322→ＳＤ302

遺構所見 出土遺物は時期幅があり、山中Ⅱ式～島

貫Ⅳ期に相当する。

溝ＳＤ340（第58図）

位置 Ｋ53グリッド

規模 幅1.2ｍ 深さ 33㎝

重複関係 ＳＤ348→ＳＨ350→ＳＤ318

遺構所見 埋土は褐色砂質土。時期的には、島貫Ⅲ

期新相に相当する。

溝ＳＤ343（第58図・図版68）

位置 Ｊ48～Ｎ53グリッド

規模 幅3.4ｍ 深さ 34㎝

重複関係 ＳＨ341→ＳＤ343→ＳＤ302

遺構所見 埋土は粗砂であり、ほとんど遺物が含ま

れていない。下層から６世紀代の須恵器が出土した。

溝ＳＤ318（第58図）

位置 Ｉ41～Ｌ44グリッド 方位 Ｎ39°Ｗ

規模 幅70ｍ 深さ 40㎝

重複関係 ＳＤ348→ＳＨ350→ＳＤ318

遺構所見 埋土は灰色粘質土。出土遺物は７世紀代。

ＳＺ321（第58図）

位置 Ｍ54～Ｏ57グリッド

規模 (7.0）×（2.0)ｍ 深さ 26㎝

遺構所見 埋土は褐色粘質土と砂利層が混じってお

り、遺物量は多い。ＳＫ331との重複関係は認めら

れなかったことから、一連の遺構である可能性が高

い。鉄鏃片などが出土しており、出土土器は島貫Ⅲ

期古相に相当する。

(ⅱ)第１面（第58図・図版69）
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第72図 ＳＥ305・312平面図・断面図(1：50)
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第73図 ＳＥ314・315、ＳＦ320平面図・断面図(1：50、※ＳＦ320は1：40)
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第31・32表 ３次遺構一覧表
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第33表 掘立柱建物一覧表
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〈検出〉重機によって表土から遺構検出面まで掘削

を行い、その後人力掘削を実施した。

井戸ＳＥ305（第72図・図版70）

位置 Ｎ54グリッド

平面形 隅丸方形

規模 2.5×（0.85）ｍ 深さ （1.5）ｍ

遺構所見 湧水のために、底部は確認できなかった。

現地調査の当初には、ＳＥ305・308を重複遺構と捉

えていたため個々に番号が与えられているが、308

はＳＥ305の掘形である。井戸側は直径60㎝の円形

に板材が縦方向に二重に巡らされていた。また、そ

の下部には水筒の曲物が据えられていた。出土遺物

は中世前期に所属する。

井戸ＳＥ312（第72図）

位置 Ｋ52グリッド

平面形 円形

規模 2.4×2.3ｍ 深さ （45）㎝

重複関係 ＳＨ341→ＳＥ312

遺構所見 湧水のために底部を確認できなかった

が、砂を確認した高さで作図した。出土遺物は、上

層から拳大の円礫とともに出土しており、中世前期

に所属する。

井戸ＳＥ314（第73図・図版70）

位置 Ｊ45～Ｋ46グリッド

平面形 隅丸方形

規模 3.0×2.8ｍ 深さ 1.3ｍ

遺構所見 井戸側は板材が縦方向に巡らされていた

痕跡がみられ、一部の板材が残存していた。また、

その下部には水溜の曲げ物が据えられていた。出土

遺物は中世前期に所属する。

井戸ＳＥ315（第73図）

位置 Ｋ51グリッド

平面形 方形

規模 2.15×2.1ｍ 深さ （1.75）ｍ

重複関係 ＳＤ343→ＳＥ315

遺構所見 湧水のために底部を確認できなかった

が、砂を確認した高さで作図した。上層では拳大の

円礫とともに出土しており、出土遺物は中世前期に

所属する。

焼成坑ＳＦ320（第73図）

位置 Ｉ41グリッド 方位 Ｎ21°Ｅ

平面形 方形

規模 1.25×0.55ｍ 深さ 10㎝

遺構所見 壁面および底面が焼き締まっている。

溝ＳＤ302（第58図・図版69）

位置 Ｌ46～Ｋ50グリッド

規模 幅3.75ｍ 深さ 1.3ｍ

重複関係 ＳＥ316→ＳＤ302

遺構所見 中層に有機物が多く含まれていたことか

ら、珪藻分析・花粉分析・種実同定を実施した。

（新名強・小濵学・川崎志乃）

第２節 出土遺物

２・３次出土遺物は、時期的にみると弥生時代後

期から古墳時代前期の土器が主体を占めている。

西肥留遺跡では弥生時代後期から古墳時代前期の

遺構・遺物ともに連続性が認められるために、遺構

単位で明確に時期区分をすることは困難である。こ

のために、当該期の土器については種別を記載しな

かった。しかし、個々の遺物については伊勢湾岸地

域ではＳ字甕の出現をもって古墳時代とする見解が

主流であることから、それに基づき観察表に弥生土

器あるいは土師器の種別を記載した。

また、基本的には古式土師器およびＳ字甕につい

ては雲出島貫遺跡の分類（５）、須恵器については陶

邑田辺編年（６）、古代の土器については斎宮編年（７）、

中世前期の陶器椀・皿類（通称山茶椀・山皿）は藤

澤良祐氏による編年（８）、南伊勢系土師器について

は伊藤裕偉氏による編年（９）を用いており、それ以

外については個別に示した。

１.２次Ｂ地区

井戸ＳＥ135下部出土土器（171～186) 171・172は

有稜高杯、173は椀型高杯、174・175は脚付土器、

176～185は壺、186は受口甕である。

172は長脚化し、やや内弯する。脚柱部には櫛描

直線文が配されており、透孔は２段に穿孔されてい

る。広口壺（176・177）は頸部から大きく外反し、

端部に面を持つ。180は直口壺。182～185は中形の
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いわゆる瓢壺。184は、体部下半を内面から焼成後

に穿孔されている。

竪穴住居ＳＨ108出土土器（187～205） 187～192

は高杯、193～202は壺、203～205はＳ字甕である。

187～189は有稜高杯の杯部であり、口縁端部内面

に面をもつ。191の透孔は低い位置にある。193～

195は広口壺の口縁部であり、193・194は口縁端部

に面をもつ。197～202は壺底部であり、凹み底の

197～199・201・202と突出する200がある。

203はＳ字甕Ａ類（Ⅱ段階ａ）であり、脚台部

（204・205）も器壁が薄く、折り返しがない点で調

和的である。204・205の体部内面には炭化物が付着

している。

竪穴住居ＳＨ114出土土器（206） 206は広口壺で

ある。口縁部には擬凹線がめぐり、体部には直線文

と板状工具による羽状文が刻まれている。

竪穴住居ＳＨ115出土土器（207） 207はＳ字甕Ａ

類（Ⅰ段階ｂ）である。

竪穴住居ＳＨ119出土土器（208・209） 208は甕、

209は壺である。

208は小型甕の脚台部であり、横方向のハケ調整

で仕上げられている。壺（209）の底部は平底で、

体部外面の上半は横方向のヘラミガキで仕上げられ

ている。

ＳＺ124土器（210） 210は中型壺であり、口縁端

部内面には面をもつ。頸部には細い直線文が巡らさ

れている。

土坑ＳＫ125出土土器（211） 陶器椀であり、５型

式に相当する。

溝ＳＤ105出土土器（212） 212は外面に連弁文を

もつ青磁椀であり、龍泉窯系青磁Ⅰ－５類（１０）に相

当する。

溝ＳＤ106上層出土土器（213） 213は素弁十二葉

軒丸瓦である。

溝ＳＤ106出土土器（214～216） 214は広口壺、

215・216は陶器椀である。

214の口縁端部には刺突が刻まれ、頸部には突帯

が巡らされる。陶器椀は６型式に相当する。

溝ＳＤ101出土土器（217～224） 217は土師器壺、

218は土師器甕、219は土師器皿、220～223は陶器椀、

224は南伊勢系鍋である。陶器椀は全て渥美産であ

り６型式に相当する。223の底部には墨痕が見られ

る。南伊勢系鍋（224）は３段階に相当する。

０67Pit2出土土器（225） 225は有稜高杯であり、

脚上部に櫛描直線文が配される。

Ｎ61Pit1出土土器（226） 226はＳ字甕Ａ類（Ⅱ段

階ａ）に相当する。

Ｏ64Pit１出土土器（227） 227はＳ字甕Ｅ類に相

当する。体部上半の横ハケが見られる。

トレンチ1包含層Ⅴ出土遺物（228） 打製石鏃

（228）は、先端部が欠損している。

包含層Ⅲ出土土器（229） 229は突出する底部をも

つ甕である。

包含層Ⅱ出土遺物（230～246） 230・232～234は

高杯、231は脚付壺、235～237は壺、238は突帯文系

土器深鉢、239・240は甕、241～243は須恵器杯蓋、

244・245は土師器甕、246は軽石製砥石である。

時期的には、高杯（233・234）、須恵器杯蓋（241

～243）、甕（244・245）が古墳時代後期の所産と考

えられ、その他は古墳時代前期までの所産である。

脚付壺（231）は頸部と脚上部に櫛描直線文が巡

らされている。232の脚柱部は短いながらも屈曲が

見られ、３方向に径の小さな透孔が開けられている。

縦方向のヘラミガキで仕上げられており、脚柱部に

は櫛描直線文が巡らされている。低脚高杯であろう

か。広口壺（235・236）はいずれも口縁端部外面に

面を持つ。235は口縁部内外面に櫛状工具による刺

突文が刻まれており、頸部には櫛描直線文が巡らさ

れている。236は口縁部外面に板状工具による羽状

文が刻まれており、頸部には突帯が巡らされており、

その上にも刺突文が刻まれる。238は突帯文系土器

の深鉢底部と考えられる。内面には炭化物が付着す

る。台付甕（239）は脚台部外面が縦ハケで仕上げ

られており、240はナデで仕上げられている。241～

243の須恵器杯蓋は、立ち上がりが短く稜が甘い。

244はＳ字甕Ｅ類。軽石製砥石（246）は刃物状の痕

跡と面状の研磨痕が見られる。

包含層Ⅰ出土土器（247～266） 247～249は土師器

の把手、250は陶器小皿、251は灰釉陶器椀、252～

265は陶器椀、266は瓦器椀である。

247～249の把手はいずれも断面形が扁平であるこ

とから、古代の所産と考えられる。灰釉陶器椀
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（251）の内面には、細かい粒状の赤色顔料が付着し

ている。内面が摩耗している点から、転用硯として

使用された可能性も考えられる。陶器椀は５～６型

式に相当する。瓦器椀（266）は山田編年のⅢ－１

型式（１１）に相当する。

側溝出土土器（267～274） 267・268は弥生土器甕、

269～272はＳ字甕Ｅ類、273・274は陶器椀である。

弥生土器甕（267・268）は同一個体の小型台付甕

であり、後期の所産であろう。

褐灰色シルト（9層）出土土器（275） 275はいわ

ゆるパレス壺である。外面には擬凹線が巡らされて

おり、ベンガラが塗布されている。内面には羽状文

が刻まれている。

表採（276） 276は土師質土錘である。

２.２次Ｃ地区

竪穴住居ＳＨ229出土土器（277～297） 277・

279・293は壺、280～288は高杯、278・289～292は

甕、294は器台、295は砥石、296は砂岩磨石、297は

土師質土玉である。

壺（277）の口縁部は、ゆるやかな頸部から外反

し、丸くおさまる。内面はヘラケズリで仕上げられ

ている。278の内面もヘラケズリで仕上げられてい

る。高杯（280～283）は有稜高杯であり、280・281

は杯上部が短く外反する。282・283は杯部が深く肥

大化しており、混入品と考えられる。284～287は長

脚の脚柱部をもつ高杯であり、いずれも櫛描直線文

が巡らされ、透孔が開けられている。288は櫛描直

線文と貝殻による刺突文が交互に施文された高杯で

ある。甕はいずれもく字状口縁を呈し、体部から口

縁部にかけて緩やかにひろがる289・290と頸部が屈

曲し口縁端部に刻目が刻まれている291・292があ

る。290は内外面ともにヘラケズリで仕上げられて

いる。293は突出した底部をもつ小形壺と考えられ

る。294は柱状の脚柱部をもつ器台であり、高杯と

同様に櫛描直線文が巡らされおり、透孔が開けられ

ている。295は薄い石材が用いられており、形状か

らは砥石として不自然にも考えられるが、研磨痕が

見られることから砥石と判断した。土玉（297）は

手づくねで、孔がない。

竪穴住居ＳＨ222出土土器（298～309） 298は壺、

299・300は高杯、301～305はＳ字甕、306が有茎銅

鏃、307・308が砥石、309が磨石である。

広口壺（298）の口縁端部には棒状浮文が等間隔

に付加されており、更に、棒状浮文の上には櫛状工

具による刺突文が刻まれている。また、口縁部内面

にも櫛状工具による波状文が施文されている。高杯

は299・300が出土しているが、このうちの299は杯

上部が短く外反する形態のものであり、混入品と考

えられる。外面には櫛描直線文と波状文とが施文さ

れている。300は杯部が大きく肥大化し、口縁端部

内面に面をもつ。Ｓ字甕の口縁部（301～304）は全

て押し引き刺突文の刻まれているＡ類であり、Ⅰ段

階ｂ～Ⅱ段階ａに相当する。脚台部（305）は器壁

の厚くなったＤ類のものと考えられ、混入品と考え

られる。有茎銅鏃（306）の遺存状況は悪いものの、

鏃身部に４孔１対、計８孔の小孔が穿たれているこ

とが確認できる。鏃身部はやや角ばったふくらを有

しているため五角形に近い平面形状であると思われ

る。砥石（307）は、肌理の細かな石材が用いられ

ており、断面形が多角形になる。308も肌理の細か

な石材である。よく使い込まれており、反り返って

いる。磨石（309）は、平坦面中央部と縁面に敲打

痕が残る。肉眼・ルーペの観察の結果、水銀朱の付

着は確認できなかった。

竪穴住居ＳＨ241出土土器（310・311) 310はＳ字

甕Ａ類（Ⅰ段階ｂ）、311はく字状口縁甕である。

竪穴住居ＳＨ245出土土器（312～315） 312・313

は甕、314は土師質土玉、315は柳葉式の鉄鏃である。

312はＳ字甕Ａ類（Ⅰ段階ｂ）、313は小型甕の脚

台部である。315の鏃身部はややふくらを有してお

り、圭頭に近い形状となっている。茎部は断面方形

である。関は明瞭には作り出されておらず、茎部か

ら鏃身部へと徐々に移行する。鏃身部に鎬は認めら

れない。

竪穴住居ＳＨ250出土土器（316～318） 316・317

は壺、318は高杯である。広口壺（316）は口縁端部

に面をもち、板状工具によって刺突文が施文されて

いる。小型壺（317）は丁寧な造りで、底部は小さ

な平底をなす。外面は細かなハケメである。

竪穴住居ＳＨ225出土土器（319） 319は土師器甕

である。体部内面に炭化物が付着している。
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竪穴住居ＳＨ220出土土器（320） 土師器甕（320）

は器壁が厚い。

竪穴住居ＳＨ244出土遺物（321～327） 321・322

は壺、323は高杯、324～327は甕である。

広口壺（321）は、口縁端部を上部に拡張した面

をもつ。322は口縁部が大きく外反する壺であり、

内外面にベンガラが塗布されている。323は長脚の

脚柱部をもつ高杯であり、櫛描直線文が巡らされる。

甕は324がＳ字甕の祖形となる受口甕であり、325は

Ｓ字甕Ａ類（Ⅰ段階）326・327はＳ字甕Ｃ類である。

竪穴住居ＳＨ253出土遺物（328～336） 328・329

は壺、330は高杯、331は小型器台、332～335は甕、

336は軽石製砥石である。

広口壺（328）は頸部から大きく外反し、口縁端

部に面をもつ。口縁部外面には波状文が施文されて

いる。329はいわゆるパレス壺であり、ベンガラに

よって赤彩されている。331は近畿系の小型器台で

あり、３方向にやや小ぶりの透孔が開けられている。

外面は、器壁にくい込み気味の横方向の細かなヘラ

ミガキで仕上げられている精製品であり、内面は隙

間のない横ハケで仕上げられている。搬入品と考え

られる。332～334はＳ字甕Ｂ類であり、頸部内面が

ハケメ調整される334がⅡ段階ｂに相当し、板状工

具によって調整される332・333がⅡ段階ｃに相当す

る。甕（335）は平底で、頸部から口縁部にかけて

ゆるやかに外反するく字状口縁甕である。体部内面

にはハケ調整が明瞭に観察され、底部付近にはＳ字

甕と共通する指押さえ痕が見られる。体部外面は基

本的にナデ調整で仕上げられているが、体部上半に

はＳ字甕と共通する左下がりのハケ調整の痕跡が確

認できる。また、口縁部内面はＳ字甕の口縁端部内

面の横ナデと共通する強い横ナデで仕上げられてい

る。体部内面には炭化物が付着する。

竪穴住居ＳＨ235出土遺物（337～344） 337は手焙

形土器、338～342は甕、343は柳葉式の鉄鏃、344は

棒状の鉄製品である。

337は手焙形土器の覆部であり、外面には綾杉文

が施文されている。338・339は受口状口縁甕であり、

340～342はＳ字甕Ｃ類である。柳葉式の鉄鏃（343）

は欠損や錆などにより、鏃身部の形状はやや判然と

しない。鏃身部は小型であるのに対して、茎部は鏃

身部と同程度の長さを持つ。茎は断面長方形である。

棒状の鉄製品（344）は一部に有機質の紐状のもの

で巻かれた痕跡が残っており、工具などの茎部であ

る可能性が考えられる。

竪穴住居ＳＨ258出土遺物（345・346） 345・346

はＳ字甕である。345はＣ類に相当し、346は脚裾部

に折り返しが見られるものの折り返し後のナデ調整

が見られない点や器壁が全体に薄い点から、Ａ類に

相当すると考えられる。

竪穴住居ＳＨ236出土遺物（347） 347は平底の甕

である。

竪穴住居ＳＨ221出土遺物（348） 348は台付甕の

脚台部である。

竪穴住居ＳＨ247出土遺物（349～363） 349は壺、

350～357は甕、358は磨石、359は土師質土錘、360

は砥石、361は銅鏃の切先部分の破片、362は有茎銅

鏃、363は錐である。

349は口縁端部に面をもつ壺であり、口縁部内外

面に板状工具による羽状文が施文されている。350

～353は受口状口縁甕であり、口縁部外面に押し引

き刺突文が施文され、頸部が緩やかにのびる350・

351と口縁部外面に板状工具による刺突文が刻まれ、

頸部が鋭利に屈曲する352・353の２種類がある。

354～356はＳ字甕、357はく字状口縁甕である。磨

石（358）は、肉眼・ルーペによる観察の結果、側

面にわずかに水銀朱が付着していた。側面には、擦

痕と敲打痕が、平坦面には敲打痕が観察される。砥

石（360）は肌理の細かな石材が用いられており、

両側面も使用されている。いずれも長軸方向の擦痕

が見られる。銅鏃の切先部分の破片（361）の遺存

状況は良くないものの、鏃身部には明瞭な鎬が認め

られる。有茎銅鏃（362）は遺存状況がきわめて悪

く、周囲の土ごと取り上げて保存処理を行っている。

鏃身部は角ばったふくらを有するために平面形が五

角形に近い形状となっており、鎬も明瞭に認められ

る。逆刺は明瞭である。なお、出土時に鏃身部表面

が周囲の土とともに剥離してしまったため、鏃身部

は本来はもう一回り大きかったものと考えられる。

363は錐であると思われる。両端を欠損するが、断

面方形の棒状の鉄製品を捩っているものと思われ

る。



－ 131 －

竪穴住居ＳＨ256出土遺物（364） 364は棒状の鉄

製品の破片と思われる。断面形は隅丸方形であり、

何らかの鉄製品の茎部片である可能性もある。

竪穴住居ＳＨ238出土遺物（365） 365は棒状の鉄

製品である。断面形は長方形で、部分的に有機質の

もので巻いた痕跡が残っている。鉄鏃ないしは何ら

かの工具等の茎部である可能性が高い。

竪穴住居ＳＨ234出土遺物（366） 366は土師質土

錘である。

竪穴住居ＳＨ233掘形出土土器（367・368） 367・

368は壺である。パレス壺（367）は口縁部内外面に

はベンガラが塗布されている。368は胎土中に８㎜

までの礫を含む。体部上半には櫛描直線文と波状文

が交互に配置されている。

竪穴住居ＳＨ233出土土器（369～373） 369は高杯、

370～372はＳ字甕、373は古代の甕である。

369は椀型高杯であり、口縁端部内面に面をもち、

縦方向のヘラミガキで仕上げられている。370・371

はＳ字甕Ｃ類であり、372はＢ類（Ⅱ段階ｂ）であ

る。古代の甕（373）は南伊勢系の甕a1（１２）であり、

混入品と考えられる。

竪穴住居ＳＨ227出土遺物（374～385） 374～377

は壺、378・379・384は高杯、380～383は甕、385は

土師質鞴羽口である。

パレス壺（375）は、外面にベンガラによる塗布

がみられる。伊勢型二重口縁壺（376）は、外面に

ベンガラが塗布されており、口縁端部には板状工具

による刻目が刻まれている。377は底部内外面に礫

を含んだ粘土が充填されている。

378は杯上部が短く外反する有稜高杯であり、混

入品と考えられる。高杯（379）の脚裾には、内外

面からそれぞれ未貫通の穿孔痕跡が３方向に６カ所

にみられる。いずれも円形を意識しているものでは

ない。380は受口状口縁甕、381・382はＳ字甕Ｃ類

である。高杯（384）は布留系高杯である。

井戸ＳＥ260下層出土土器（386） 386はＳ字甕Ｃ

類である。

井戸ＳＥ260中層出土土器（387～417） 387～394

は壺、395～403・405は甕、404は鉢、406～417は高

杯である。

短頸壺（387）の体部外面は、ハケ調整後ランダ

ムで太いヘラミガキで仕上げられている。体部上半

に半円形に櫛描文が施文されており、頸部には櫛描

直線文が巡らされている。388・390は広口壺であり、

388は頸部に板状工具による刺突文が刻まれる。390

の口縁部には焼成前に穿孔された孔がある。文様は

櫛状工具によって施文されており、口縁部内外面に

は羽状文が施されている。また、体部上半部には櫛

描直線文と刺突文が交互に配置されており、最下段

には波状文が施文されている。体部下半部には縦方

向のヘラミガキがみられるが、文様帯の直下まで及

んでいない。389は櫛描直線文と波状文が交互に施

文されている。391～393はいずれも外面がヘラミガ

キで仕上げられている壺底部であるが、392は太い

ヘラミガキが放射状の方向に認められるのに対し、

393は細いヘラミガキで単位がある。底部の形態は、

突出する391・394、平底になる392・393の２種類が

ある。甕は受口状口縁を呈する396とく字状口縁甕

395・397～400・402～403があり、底部は台付甕と

なる401がある。395は口縁端部に刻目が刻まれてい

る中期以来の甕である。396の体部外面には直線文

と刺突文が交互に配置されており、口縁部外面に刺

突文が刻まれている。397～399は頸部が屈曲し口縁

部にかけて外反する。口縁端部は丸く収められてい

る。体部外面は縦方向のハケ調整で仕上げられてい

る。400は口縁端部外面に面をもち、内外面ともに

ハケ調整で仕上げられている。401体部内面は板ナ

デ状の弱いヘラケズリで仕上げられている。脚裾部

は高台風に短く直線的である。二次焼成を受けてい

るために変色が著しい。402は内外面ともに弱いヘ

ラケズリで仕上げられており、口縁部外面には横方

向のハケ調整が明瞭に残る。403は外面が粗いタタ

キ調整で仕上げられており、縦方向のヘラ描き状の

線刻が１本ずつ刻まれている。また、口縁部外面に

は板状工具の木口痕が残る。鉢（404）は器高が高

い点で甕形を呈するが、内面が横方向のヘラミガキ

で仕上げられている点から鉢と判断した。406は杯

上部が短く外反する有稜高杯である。長脚の高杯は

柱状脚の407と脚裾部にむかってゆるやかに広がる

408～410がある。いずれも櫛描直線文が巡らされて

いる。413・414はワイングラス形高杯である。412

は脚上部の接合部で杯部が剥離しており、接合方法
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を観察できる。417は櫛描直線文と貝殻による刺突

文が施文されており、6方向にやや小振りの透孔が

開けられている。また、外面にはベンガラが塗布さ

れている。

井戸ＳＥ260出土土器（418～422） 418・419は壺、

420は砥石、421は甕、422は鉢である。

418・419は胎土や調整の点から同一個体の可能性

が高い長頸壺である。口縁部外面は縦方向のまばら

なヘラミガキで仕上げられており、口縁端部には凹

線文が巡らされている。体部外面は縦方向のヘラミ

ガキ後、下半部を横方向のヘラミガキで仕上げられ

ている。砥石（420）は肌理の細かな石材が用いら

れている。よく使い込まれており、短い単位で断面

形がそり返っている。長軸方向の擦痕が観察される。

421はく字状口縁甕である。422は外面が細めのタタ

キ調整で仕上げられている鉢である。器壁は厚く、

口縁部には面をもつ。

土坑ＳＫ268出土土器（423・430） 423はく字状口

縁甕であり、外面はハケ後縦方向のナデ調整で仕上

げられている。430は高杯であり、櫛描直線文が巡

らされている。

土坑ＳＫ262出土土器（424） 424はＳ字甕Ａ類

（Ⅰ段階ａ）である。

土坑ＳＫ230出土土器（425） 425は短い横方向の

ヘラミガキで仕上げられた小型高杯である。口縁部

外面には櫛描直線文が巡らされており、１カ所にベ

ンガラによる塗布がみられる。濃尾平野からの搬入

品と考えられる。

土坑ＳＫ226出土土器（426・427） 426は広口壺で

あり、427は小型の粗製鉢である。

溝ＳＤ206出土土器（428・429） 428はＳ字甕Ｃ類

であり、429は壺である。429は最大径が高い位置に

ある点や底部が厚い点、ヘラミガキが放射状に施さ

れている点から、弥生土器と判断した。

ＳＺ267出土土器（431） 431は長脚の高杯であり、

櫛描直線文が巡らされている。

ＳＺ259出土土器（432） 432は高杯であり、有稜

高杯の脚部であろう。

ＳＺ265出土土器（433） 433は内面が焼成不良で

あり、ナデ調整で仕上げられている点から壺と判断

した。

溝ＳＤ214出土土器（434） 434は須恵器杯蓋であ

り、外面にヘラ描きが刻まれている。

ＳＺ213出土遺物（435～473） 435は高杯、436は

小型器台、437は小型器台？、438・439は甕、440は

須恵器杯身、441は袋状鉄斧、442～449は土師器杯、

450～455は土師器椀、456は土師器高杯、457は土師

器甑、458・459は杯皿類、460は土師器杯蓋、461～

466は土師器皿、467は須恵器杯蓋、468～471は須恵

器杯、472は土師質土玉、473は結晶片岩製紡錘車で

ある。

435は杯上部が外反する有稜高杯であり、端部に

面を持つ。438は小型のＳ字甕である。439は布留系

甕であり、口縁端部はわずかに肥厚する。体部内面

のヘラケズリは頸部まで及ぶ。袋状鉄斧（441）は

ほぼ完形で、刃部は丸みを帯びる。袋部の合わせは

甘く、隙間が空いている。縦断面をみると、袋部は

かなりの厚みを持っており、そのため袋部と刃部と

の間に明瞭な段は認められない。杯は口縁端部をつ

まみ上げるものと外反させるものがあり、放射状の

暗文の見られるものは１段施文されている。442・

443・446の底部内面には螺旋状の暗文が残る。高杯

（456）の脚柱部は面取りがされていない。457は甑

の底部と考えられる。460の内面には暗文が施文さ

れている。時期的には奈良時代後期から平安時代初

期の所産と考えられる。458・471の底部には、墨書

「仁」が記されている。「仁」と記されている476・

657・744と筆跡が類似する。また、442・443・462

の底部外面には、ヘラ描きで「仁」と線刻されてい

る。摩滅しているために不明瞭であるが、焼成後の

線刻と判断した。459の底部にも墨書が記されてお

り、524・618と筆跡が類似する。

土坑ＳＫ208出土土器（474～479） 474は須恵器杯

蓋、475・476は須恵器杯、477は土師器杯、478は下

呂石製サムスクレーパー（１３）、479は土師器甑。

476の底部には、墨書「仁」が記されている。「仁」

と記されている458・471・657・744と筆跡が類似す

る。時期的には奈良時代後期から平安時代初期の所

産と考えられる。

土坑ＳＫ226出土遺物（480） 480は土師質土錘。

溝ＳＤ211出土土器（481・482） 481は灰釉陶器椀、

482の陶器椀は３～４型式に相当する。
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土坑ＳＫ204出土土器（483） 483は京都系土師器

小皿である。

土坑ＳＫ217出土土器（484） 484は土師器皿。

ＳＺ218出土土器（485） 485は渥美産の陶器椀。

土坑ＳＫ207出土土器（486・487） 486は土師質土

錘、487は棒状の鉄製品である。断面形は方形であ

る。釘などである可能性が考えられる。

土坑ＳＫ201出土遺物（488～491） 488・489は南

伊勢系土師器小皿、490は渥美産陶器椀、491は小刀

の破片である。

陶器椀（490）は６型式に相当する。491は小刀の

破片である。刀身部の大半と、茎尻を欠損する。刀

身部は平造りで、刃側と棟側の両方に関を持ってい

る。全体に装具の痕跡が残っており、茎部では有機

質の紐状のものを巻いた上に木製の柄を装着してい

る様子が認められる。刀身部にも鞘の一部と考えら

れる木質が遺存している。

溝ＳＤ210出土遺物（492～504） 492は高杯、493

は土師器杯、494～500は陶器椀、501は平瓦、502は

均整唐草文軒平瓦、503・504は陶器片口鉢である。

497の底部には、花押様の墨書が記されている。

井戸ＳＥ216出土土器（505～507） 505は須恵器杯、

506は陶器小皿、507は渥美産陶器椀である。

陶器椀皿類は６型式に相当する。

Ｃ・Ｊ38Pit２出土土器（508・509） 508は須恵器

杯蓋、509はＳ字甕Ｅ類である。

３層出土土器（510） 510は板状の鉄片である。小

片であり、器種などは不明である。断ち切られた切

片とも考えられる。

２面検出中出土遺物（511～539） 511～514は壺、

515・516は鉢、517～519は高杯、520～522はＳ字甕、

523～529は土師器杯、530は土師器皿、531～534・

536は土師器甕、535は土師器ミニチュア土器鉢、

537は鏨、538・539は土師質土錘である。

鉢（516）は精製品であり、櫛描直線文と貝殻に

よる刺突文が施文されている。底部は凹み底になる。

523の底部には、墨書「道」が記されている。524の底

部にも墨書が記されており、459・618と筆跡が類似

する。537は鏨と考えられる。刃部を一部欠損して

いるが、ほぼ完形である。中央部が分厚く作られて

おり、重量感がある。頭部は平坦な面となっている。

２層（シルト下）出土遺物（540～567） 540～544

は壺、545～553は甕、554は手焙形土器、555は高杯、

556はミニチュア土器、557は土師器鉢、558は須恵

器杯蓋、559は陶器小皿、560～565は陶器椀、566は

土師質土錘、567は絹雲母結晶片岩製石錘である。

543・544は伊勢型二重口縁壺であり、同一個体で

ある。陶器椀皿類はすべて渥美産である。

２層（シルト）出土土器（568～628） 568～574・

576は壺、575は小型甕、577・578・580～582は高杯、

579は小型器台、583は有段鉢、584・585は手焙形土

器、586～590は甕、591～593・597は壺底部・594は

甑底部、595は甕底部、601～603は土師器高杯・604

は須恵器杯身、605は土師器鉢、606～610はＳ字甕、

611～614は土師器杯、615は土師器椀、616～618は

土師器皿、619は須恵器蓋、620は把手付き鍋、621

は土師器甕、622は須恵器甕、623は砂岩製敲石、

624は黒曜石製エンドスクレーパー、625は花崗岩製

敲石、626は敲石、627は土師質土玉、628は土師質

土錘である。

壺（571・572）の内外面には、ベンガラが塗布さ

れている。有段鉢（583）は極めて薄い精製品であ

る。618の底部には墨書が記されており、459・524

と筆跡が類似する。砂岩製敲石（623）は２面の中

央部に敲打痕がみられ、大きく窪んでいる。また、

被熱を受けている。なお、擦痕は観察されない。黒

曜石製のエンドスクレーパー（624）は、刃部の急

角度の調整から、草創期の所産と考えられる（１４）。

花崗岩製敲石（625・626）は中央部に敲打痕がみら

れ、大きく窪んでいる。

２層（砂）出土遺物（629～693） 629・630は高杯、

631は土師器杯、632は器台、633は壺、634～638は甕、

639～641・646は須恵器杯蓋、642は須恵器高盤、

643・644は須恵器杯、645は台付皿、647は灰釉陶器

瓶、648は土師器甕、649は土師器鍋、650～653は高

杯、654～660・662～667は土師器杯、661は土師器黒

色土器、668～675は土師器皿、676は土師器杯皿類、

677は土師器壺、678は土師質土器小皿、679は土師器

小皿、680・681は土師質土器台付皿、682は近世陶器、

683は灰釉陶器椀、684～687は陶器椀、688・689・

691～693は土師質土錘、690は土師質土玉である。

642は脚上部径が小さいことから、高盤と考えら
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れる。杯蓋（646）には環状摘が付く。655～657・

673・676の底部には墨書が記されている。656の底

部には「中二」と記されている。657の底部には墨

書「仁」が記されており、「仁」と記されている

458・471・476・744と筆跡が類似する。673の底部

には「七」と墨書が記されており、筆跡からは天地

逆方向から記載されたと考えられる。682は近世陶

器椀皿類である。

２層出土遺物（694～706） 694・695は甕、696は

高杯、697は壺、698は無茎銅鏃、699は須恵器杯蓋、

700は須恵器D、701・702は土師器小皿、703～705

は陶器椀、706は土師器甕である。

698は無茎銅鏃である。ただし、この銅鏃には茎

が存在していた痕跡があり、もとは有茎銅鏃であっ

たものを無茎銅鏃へと加工したものである。茎は何

らかの原因で折れたのか、または意識的に折り取っ

たのかは不明であるが、茎が折れた部分および逆刺

を研磨し、平滑に整えている。鏃身部はやや角ばっ

たふくらを有し、五角形に近い形状を呈する。もと

は鎬が切先から関部まで通っていたものと思われる

が、両面ともに研磨によって鏃身部中程までを平坦

に加工し、その平坦部に１孔を穿っている。無茎銅

鏃は東海地方でも数点出土してるが、本品は有茎銅

鏃の再加工品という点でそれらとは区別しておかね

ばならないであろう。D（700）は体部に粘土片が

入っている。

２層（シルト上）出土遺物（707～732） 707・708

は壺、709・712は甕、710は小形器台、711はミニチ

ュア土器鉢、713は土師器鉢、714・717は土師器杯、

715は土師器椀、716は須恵器杯身、718・719は土師

器皿、720は須恵器杯か、721は土師器甑、722～726

は甕、727は陶器椀、728は陶器片口鉢、729は滑石

製勾玉、730～732は土師質土錘である。

707の口縁部には焼成前に穿孔された孔がある。

滑石製勾玉（729）は貫通する孔とは別に未貫通の

孔が１面に残る。

１・２層出土土器（733～749） 733は手焙形土器、

734～737は甕、738～742はミニチュア土器、743は

高杯、744は須恵器杯、745は土師器杯、746は陶器

椀、747は軽石製砥石、747は砥石、748・749は磨石

である。

744・745の底部には、墨書が記されている。744

の底部には「仁」が記されており、「仁」と記され

ている458・471・476・657と筆跡が類似する。745

は「日」と考えられる。磨石（748)は肉眼・ルーペ

による観察の結果、側面にわずかに水銀朱が残存し

ていた。側面には擦痕と敲打痕が観察され、平坦面

が作られている。また、中央部には敲打痕が残る。

花崗岩製の砥石（749)は側面に平坦面が残り、擦痕

と敲打痕が観察される。

遺構検出中出土土器（750・751） 750はＳ字甕Ｃ

類、751は壺である。751の底部にはモミ痕跡が付着

している。

１層出土遺物（752～777） 752は壺、753は甕、

754は須恵器杯蓋、755・756は須恵器杯身、757は土

師器甕か、758は土師質土器台付皿、759は須恵器瓶、

760～762は土師器甕、763は土師器志摩式製塩土器、

764は土師器鍋、765～767は陶器小皿、768～771は

陶器椀、772～777は土師質土錘である。

771の底部には墨書が記されており、1031と筆跡

が類似する。

排水溝出土遺物（778～783） 778は壺、779は小型

器台、780・781は甕、782は土師器杯、783は砂岩製

砥石である。

782の底部には、墨書「丁」が底部外面の上半部

に記されており、下半部は欠損している。

３.３次

竪穴住居ＳＨ326出土土器（784～787） 784・785

～787はＳ字甕、786は台付甕である。口縁部はＳ字

甕Ａ類（Ⅰ段階ｂ）であり、脚裾部は小さく折り返

されている。

竪穴住居ＳＨ350出土遺物（788～793・1667）

788・789は壺、790～792はＳ字甕、793はR、1667

は棒状の鉄器片である。

788は広口壺、789は直口壺である。Ｓ字甕は790

がＡ類（１段階ｂ）、791・792がＣ類である。R

（793）の刃部の幅は茎部の幅と変わらず、鏝状には

なっていない。刃部は切先部分で特に強く反ってお

り、明瞭な鎬が認められる。茎部には刃部のすぐ手

前まで柄の木質が遺存している。柄木は下面（１５）お

よび両側面には明瞭に残っているものの、上面のみ
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は木質の遺存が顕著ではなく、不明瞭ながらも紐状

のものによる緊縛痕が残っていることから、断面凹

字形の柄に上からR本体をはめ込み、その後に全体

を樹皮状のもので巻いて固定したことが窺われる。

棒状の鉄器片(1667)は刀子の茎部片の可能性がある

が、小片のため詳細は不明である。

溝ＳＤ363出土遺物（794） 794は刀子もしくは小

刀の茎部の破片である。関部の形状は不明瞭である

が、浅い角関であるものと思われる。関部付近には

装具の痕跡と思われるものが不明瞭ながらも認めら

れる。刀身部は関のあたりから欠損している。欠損

面は直線的であり、断ち切られた可能性も考えられ

る。

井戸ＳＥ323出土土器（795・796） 795は頸部の屈

曲の弱い広口壺、796は壺底部である。

竪穴住居ＳＨ324出土土器（797・798） 797は小型

有稜高杯であり、内外面にベンガラが塗布されてい

る。798はＳ字甕であり、脚裾部に折り返しがない

段階の所産である。

竪穴住居ＳＨ327出土遺物（799～802・1668・1669）

799・800はＳ字甕、801は板状の鉄片、802・1668

は尖根系の鉄鏃の鏃身部片、1669は扁平な鉄製品の

破片である。

799はＳ字甕Ａ類、800はＢ類。いずれも頸部内面

にハケメが見られる段階のものである。板状の鉄片

（801）は平面形態は三角形を呈している。側縁は直

線的であり、断ち切られている可能性もある。尖根

系の鉄鏃（802）は３片の破片からなっており、互

いに接合はしないものの、近接して出土しているこ

とから同一個体の可能性が高いと思われる。小型の

鏃身部に頸部を持ち、頸部と茎部との境には関が認

められる。鏃身部は片丸造である可能性もある。

1668は尖根系の鉄鏃の鏃身部片であると考えられ

る。遺存状況は悪く、詳細な形状は不明であるが、

鏃身部は片丸造の可能性がある。1669は何らかの工

具などの小型鉄器であったと推定されるが、破損し

たか、もしくは断ち切られたものと思われ、元の形

状は不明である。

竪穴住居ＳＨ341出土遺物（803） 803は砂岩製砥

石である。欠損部以外は全体が擦り面に使用されて

おり、長軸方向の擦痕が見られる。

井戸ＳＥ356出土土器（804・805） 804は弥生土器

壺、805は弥生土器甕である。

804の横方向のヘラミガキは５分割の単位で仕上

げられており、外面には煤が付着する。805の外面

は横方向の細かなタタキ後、縦方向のハケで仕上げ

られており、内面はランダムなヘラミガキで仕上げ

られている。

井戸ＳＥ346－３層出土土器（806） 806は直口壺

であり、外面にハケメがわずかに残る。

井戸ＳＥ346－2層出土土器（807～811） 807～810

は壺、811はＳ字甕である。

807は直口壺,808は伊勢型二重口縁壺、809は丸底

の中型壺、810の外面には木葉痕が付着している。

811はいわゆる山陰系口縁のＳ字甕であり、Ｓ字状

口縁に粘土を付加して、拡張口縁にしている大型品

である。

井戸ＳＥ346－上層出土土器（812） 812は広口壺

である。

井戸ＳＥ346－１層出土遺物（813） 813はミニチ

ュアの台付甕である。

井戸ＳＥ346出土土器（814～823） 814～817は壺、

818・819・821～823はＳ字甕、820は高杯である。

816はいわゆる柳ヶ坪型壺であり、口縁部内外面

には羽状文が見られる。高杯（820）は脚部が直線

的で器壁が薄い点で異質であるが、外来品ではない。

類例が雲出島貫遺跡で出土（16）しており、局所的な

土器の可能性がある。なお、透孔も開けられていな

い。Ｓ字甕は全体に器壁が厚くなっており、823は

横ハケが欠落する。Ｄ類に相当する。

井戸ＳＥ323下層出土土器（824～826） 824・826

は壺、825は鉢である。

井戸ＳＥ323出土遺物（795・796・827～832）

795・796・827～830は壺、831は甕、832は砂岩製

砥石である。

827は精製の中型壺であり、体部外面には櫛描波

状文と直線文が交互に配置されている。頸部には突

帯が巡らされており、その上に刺突文が刻まれる。

また、口縁端部内面にも刺突文が刻まれる。なお、

体部外面と口縁部内面のヘラミガキは横方向であ

る。

土坑ＳＫ337出土土器（833） 833は突帯文土器鉢
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である。外部には条痕文が施文されており、口縁部

から若干下がった位置に突帯が付加され、刻目が刻

まれている。

土坑ＳＫ331出土土器（834・835） 834は弥生土器

壺、835は砥石である。

砥石（835）は他の砥石に比べ、明瞭な擦痕が見

られない。

土坑ＳＫ362出土土器（836～839） 836～838は壺、

839はＳ字甕である。

土坑ＳＫ361出土土器（840・841） 840は有段鉢、

841は高杯、有段鉢（840）は口縁部がわずかに肥厚

する。841は布留系高杯の脚部である。

井戸ＳＥ351出土遺物（842・843） 842はミニチュ

ア土器甕、843は土師質土玉である。

溝ＳＤ348出土土器（844～875） 844～849は高杯、

850～854は壺、857・858は鉢、855・856・863～875

は甕である。

Ｓ字甕（863～874）は摩滅のために不明瞭な868

を除くとＡ類であり、脚裾部は折り返されていない。

溝ＳＤ353出土土器（876～881） 876～878は壺、

879～881は甕である。

甕（881）は、しまりのない頸部から長い口縁部

がのびる。内外面ともに明瞭なハケ調整が施されて

おり、体部外面の上半が文様帯のようにナデ消され

ている。

溝ＳＤ340出土土器（882～887） 882・884は壺、

883は有稜高杯、885～887はＳ字甕Ｃ類である。

溝ＳＤ759出土土器（888・889） 888は土師器壺、

889は敲石である。

敲石（889）は中央部に敲打痕がみられ、大きく

窪んでいる。また、側面に擦り面も見られる。

溝ＳＤ352出土遺物（890～892） 890・891はＳ字

甕、892は土師質土錘である。

890は小型甕であり、頸部直下から左上がりのハ

ケメが見られる。

溝ＳＤ342出土土器（893） 893は土師器壺の底部

である。

溝ＳＤ345出土土器（894～896） 894・895は土師

器壺、896はＳ字甕Ｄ類である。

894は器壁が厚く形骸化した段階の所産であり、

体部外面にヘラケズリが残る。

溝ＳＤ322出土土器（897～966） 897～904は高杯、

905・906は小形器台、907～920・924～933は壺、

921は小型丸底壺、922は小型甕、923は手焙形土器、

934・935は甕底部、936は鉢底部、937～965は甕、

966はミニチュア土器甕である。

ＳＺ332出土遺物（967～970） 967・968は高杯、

969は台付甕、970は棒状の鉄製品である。

967・968は同一個体の有稜高杯である。棒状の鉄

製品（970）は両端を欠損している。断面形は長方

形である。関部と思われる部分があることや、部分

的に木質が遺存していることなどから、鉄鏃もしく

は工具などの茎部であるものと考えられる。

ＳＺ321出土遺物（971～983） 971～974は高杯、

969・975～981は甕、982は土師器杯、983は鉄片で

ある。

971は杯部が屈曲し大きく開く高杯であり、口縁

端部に刺突文が刻まれている。974は低脚高杯であ

り、脚部が大きく外反する。Ｓ字甕（975～981）は

Ａ類（Ⅱ段階ａ）からＢ類（Ⅱ段階ｂ）に相当する。

982は古代の暗文土師器であり、混入品。983は２点

の鉄片が銹着しているものであるが、そのうち片方

は鉄鏃の鏃身部片と考えられる。もう片方は板状の

鉄片であるが、小片であり元の器種は不明である。

溝ＳＤ328出土遺物（984～987・989・990） 984・

985は高杯、986・987は壺、989はＳ字甕Ａ類（Ⅰ段

階ｂ）、990は袋状鉄斧である。

984は椀型高杯であり、口縁端部が若干外反する。

985は有稜高杯である。986は広口壺であり、口縁部

には刺突文が刻まれる。987は伊勢型二重口縁壺で

あり、体部上半には上から下方の順序でタテハケ・

櫛描直線文・羽状文・直線文が施文されている。

989はＳ字甕Ａ類（Ⅰ段階ｂ）であり、混入品と考

えられる。990は袋状鉄斧である。袋部から刃部へ

はあまり幅は変わらず、明瞭な肩部を持たない。袋

部の合わせは、わずかに隙間があるものの、比較的

しっかりと合わせられている。袋部の内面には木質

が遺存しており、着柄された状態であったことが窺

われる。

溝ＳＤ338出土土器（988・991・992） 988は形骸

化した伊勢型二重口縁壺であり、摩滅している。口

縁部は一気に作られており、体部は内外面ともにヘ
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ラケズリされている。底部は薄い平底。991はＳ字

甕Ｄ類、992は大型壺の底部である。

ＳＸ365出土遺物（993～1007・1670） 993・994は

滑石製臼玉である。いずれも断面形は中央部が外弯

し太鼓胴を呈する。993は側面に斜め方向の研磨痕

が残る。995は素環頭刀である。平棟、平造りで、

刀身の中程から切先にかけてを欠損しており、切先

の形状は不明である。刀身の元の長さは40～50㎝ほ

どであったと考えられる。素環頭は径4.2㎝と小さ

く、茎も刀身にくらべて細い。目釘孔は確認できな

い。素環頭は別造りで、断面円形の鉄棒を曲げて環

状にし、環の合わせ目部分を刀の茎の端部を折り曲

げて挟み込んで刀と接続している。関の形状は錆に

より判別しがたいが、浅い直角関と推定される。刀

身には鞘の一部と考えられる木質が部分的に付着し

ている。特に、関部付近では不明瞭ながらも鞘の木

質が直線的に途切れる部分が確認でき、鞘口の装具

の存在を示しているものと思われる。また、茎部の

関部付近にも不明瞭ながら装具の痕跡と思われるも

のが残されており、こちらは柄元の装具であると思

われる。996はRである。刃部と茎部の一部を欠損

している。茎部には柄の痕跡が残っており、着柄さ

れた状況であったことが窺われる。柄は基本的に木

製で、下面（１７）から柄木を当てているものと思われ

る。茎部の刃部付近には柄木の上に鹿角製の装具が

遺存している。鹿角は茎の両側面及び上面・下面の

すべての面で確認でき、全周を覆っていたものと思

われる。鹿角製装具の表面に赤色顔料の塗布や線刻

などは認められない。また、茎部の鹿角製装具の遺

存していない部分には、下地巻きもしくは柄との緊

縛のためと思われる紐状のもので巻いた痕跡が不明

瞭ながらも認められる。997はRである。刃部は鏝

状ではない。茎部には側面及び下面に木質の付着が

確認でき、着柄された状況であったことが窺われる。

刃部先端から5.6㎝の部分に茎部に直交する直線的

な木質の切れ目が確認でき、柄がこの部分までであ

ったことがわかる。この付近では上面にも有機物の

付着が確認でき、柄を固定するための何らかの装具

か、あるいは紐状のものによる緊縛の痕跡である可

能性がある。998は鑿である。刃部長16.4㎝と長身

の鑿で、断面形は方形を呈する。刃部はやや片刃に

近い。完形であり、茎部と身部の境には不明瞭なが

らも関が認められる。茎部は身部に比して短く、茎

尻に向かって細くなっている。茎部には柄の痕跡と

考えられる木質と鹿角が遺存しており、茎部に木製

の柄を装着した後に、その上に鹿角製の装具を装着

しているものと考えられる。鹿角製装具は遺存状況

が良くないため、赤色顔料の塗布や線刻の有無につ

いては不明である。999は刀子である。平棟、平造

りで、刀身の中程から切先にかけてを欠損している。

関は直角関であると思われる。目釘孔は明確には確

認できない。茎尻は一文字である。関部の付近には

柄元の装具が良好に遺存している。この装具は皮革

などと考えられる有機質の材料で作られており、表

面には黒漆が塗られている。なお、この刀子の柄の

一部と考えられる木質も付近から検出されている。

1000は錐である。先端部は欠損しているが、断面長

方形の棒状素材に、先端部からみて時計回りの方向

に捩りを加えて錐としている。先端部は欠損してい

る。関は明瞭ではないが、茎部尻から3.4㎝ほどの

位置で柄の痕跡と思われる木質が一直線に途切れる

部分があり、この部位まで木製の柄によって覆われ

ていたものと考えられる。また、一部では木質の上

に鹿角が付着しており、柄木の上に鹿角製装具を装

着していたものと思われる。1001も錐である。1000

よりは小型であり、断面方形の棒状素材に捩りを加

えて錐としている。ほぼ完形である。身部と茎部の

境には明瞭な関は認められない。茎部には柄の痕跡

と考えられる木質が遺存している。1002も錐である。

1001とほぼ同じくらいの大きさである。断面長方形

の棒状素材に、先端部からみて反時計回りの方向に

捩りを加えて錐としている。茎部は一部しか遺存し

ていないが、身部との境には不明瞭ながらも関が認

められる。茎部の一部には鹿角片が付着しているが、

他の工具の装具片が付着したものと思われる。1003

は小型の鑿または鏨である。鉄鏃1004などと銹着し

ていた。一端が両刃の刃部となっている。刃部付近

では断面形は扁平な長方形を呈するが、茎部では幅

がやや細くなるため正方形に近い。不明瞭ではある

が、有機質の紐状のもので巻いたような痕跡が認め

られる。1004は鉄鏃である。1003・1005・1670と銹

着している。鏃身部はやや幅広の三角形で、ふくら
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を有する。茎部は欠損しているが、短茎である可能

性が高い。1005は鉄鏃である。1004と1670に挟まれ

たまま銹着しているため、細部形態には不明瞭な部

分が多い。鏃身部は三角形で、長さに比して幅広で

ある。茎部の形状は不明であるが、短茎である可能

性が高い。1670は腸抉柳葉式の鉄鏃である。鏃身部

は柳葉形で腸抉は深い。茎は欠損しているとみられ

るが、やや幅広で長さもあり、頸部となる可能性も

あろう。1006は鑿などの大型工具の茎部の破片と考

えられる。断面は長方形で、両端を欠損している。

表面には木質と鹿角が遺存しており、木製の柄の上

に鹿角製の装具を装着していたものと思われる。鹿

角製装具の遺存状況は悪く、赤色顔料の塗布や線刻

などの有無については不明である。1007は袋状鉄斧

である。刃部は袋部よりやや幅広であるが、肩部は

明瞭ではない。袋部の断面は方形で、合わせはやや

甘く隙間がある。レントゲン写真を参考にすると、

袋部と刃部とは別作りの可能性が高い。刃部部品の

基部は、凸字状に突出しているようである。袋部の

内面には木質が付着しており、着柄された状態であ

ったことが窺われる。

溝ＳＤ335出土土器（1008・1009） 1008は広口壺、

1009はパレス壺である。

1008は口縁部内外面に擬凹線が巡らされている広

口壺であり、体部上半には櫛描直線文と刺突文が施

文されている。器壁も底部も厚い。1009は脚台部の

付くパレス壺であり、ベンガラが塗布されている。

刺突文には貝殻が使用されている。口縁部外面には

４方向に３本ずつの棒状浮文が付加される。

溝ＳＤ306出土土器（1010） 1010は壺の底部。

溝ＳＤ307出土遺物（1011～1014） 1011は須恵器

杯蓋、1012は須恵器杯身、1013は陶器椀、1014は板

状の鉄片である。

須恵器蓋杯（1011・1012）は陶邑編年ＴＫ217型

式に併行すると考えられ、陶器椀（1013）は高台が

欠落している点から８型式以降に相当する。板状の

鉄片(1014)の平面形態は方形を呈している。側縁に

は一部に直線的な部分があり、断ち切られている可

能性もある。

井戸ＳＥ308出土土器（1015・1016） 1015はＳ字

甕Ｂ類（Ⅱ段階ｂ）、1016はＣ類（Ⅲ段階ａ）に相

当する。

溝ＳＤ318出土土器（1017～1020） 1017は須恵器

杯蓋、1018は土師器杯、1019は土師器椀、1020は土

師器甕である。

井戸ＳＥ305出土土器（1021） 1021は南伊勢系土

師器小皿である。

井戸ＳＥ315出土土器（1022～1024） 1022・1023

は陶器椀、1024は南伊勢系土師器甕である。

陶器椀は５型式に相当し、土師器甕（1024）は仮

Ａ段階に相当する。

井戸ＳＥ314出土遺物（1025～1029） 1025は土師

器皿、1026は陶器小皿、1027は陶器椀、1028は土師

器志摩式製塩土器、1029は土師質土錘である。

陶器椀皿類は６型式に相当する。

井戸ＳＥ312出土遺物（1030～1057） 1030は中北

勢系土師器小皿、1031は陶器小皿、1032～1056は陶

器椀、1057は土師質土錘である。

1031・1041・1056・1064の底部には墨書が記され

ている。1031は771と筆跡が類似する。1041の底部

には「十」が記されている。1056の底部には花押様

の墨書が記されている。陶器椀皿類は４～５型式に

相当する。

土坑ＳＫ301出土土器（1058～1065） 1058は南伊

勢系土師器小皿、1059・1060は陶器小皿、1061～

1064は陶器椀・1065は瓦器椀である。

陶器椀皿類は５型式に相当する。瓦器椀（1065）

はⅢ－１～２型式（１８）に相当する。

土坑ＳＫ304出土土器（1066～1093） 1066は中北

勢系土師器皿、1067・1068は白磁椀、1069～1072は

陶器小皿、1073～1092は陶器椀、1093は南伊勢系土

師器鍋である。

1067は玉縁状口縁を呈する白磁椀である。陶器椀

皿類は５型式に相当し、土師器鍋は１段階に相当す

る。

溝ＳＤ302出土遺物（1094～1124） 1094・1095は

広口壺、1096・1097はＳ字甕、1098は板状の鉄片、

1099は小形甕、1100は京都系土師器小皿、1101は中

北勢系土師器小皿、1102は白磁皿、1103は土師質土

器台付皿、1104・1105は土師質土器皿、1106・1107

は土師質土錘、1108～1111は陶器小皿、1112は白磁

椀、1113は青磁椀、1114は灰釉陶器椀、1115～1123
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は陶器椀、1124は南伊勢系土師器鍋である。

1098はやや厚い板状の鉄片であり、表面に見られ

る亀裂の状況などから鋳造品である可能性が高い。

熱による溶解痕が部分的にみられ、鉄素材の再利用

の過程で生じたものとも考えられる。1102は中世前

期の白磁皿である。1112は白磁椀であり、外面には

縦方向の細かいくし目が刻まれている。また、高台

から約１㎝程度には釉がかかっていない。

溝ＳＤ303出土遺物（1125～1141） 1125は甕、

1126は灰釉陶器椀、1127は瓦器椀、1128は土師器甕、

1129～1133は陶器小皿、1134～1136は陶器椀、1137

は砥石、1138は陶器片口鉢、1139は南伊勢系土師器

甕、1140・1141は土師質土錘である。

瓦器椀（1127）は暗文の形状からⅢ－１型式（１９）

に相当すると考えられる。陶器椀（1135）の内面に

は、黒灰色の付着物が見られる。陶器椀皿類は４～

５型式に相当し、土師器甕は仮Ａ段階に相当する。

溝ＳＤ310出土土器（1142～1145） 1142・1143は

南伊勢系土師器小皿、1144は陶器小皿、1145は白磁

椀である。

陶器小皿（1144）は4型式に相当する。

溝ＳＤ309出土土器（1146・1147） 1146・1147は

南伊勢系土師器鍋であり、第４段階に相当する。

掘立柱建物ＳＢ366出土遺物（1148～1151） 1148

は高杯、1149・1150は壺、1151は石杵である。

石杵（1151）は、肉眼およびルーペによる観察の

結果、わずかに水銀朱の付着が確認された。先端部

には平坦面が作られており、擦痕と敲打痕が残る。

朱専用の石杵である棒状石杵Ｃ類（２０）に相当すると

考えられる。

掘立柱建物ＳＢ368出土遺物（1152） 1152は細い

棒状の鉄製品である。断面は長方形で、鉄鏃の茎な

どの可能性が考えられる。

Ｊ44Pit３出土土器（1153） 1153は直口壺である。

Ｉ42Pit５出土土器（1154） 1154は直口壺である。

Ｊ40Pit６出土土器（1155・1156） 1155は布留系

高杯、1156は小型壺である。1156は内面がヘラケズ

リされている。

Ｍ59Pit１出土土器（1157） 1157は伊勢型二重口

縁壺であり、口縁端部外面には棒状浮文が付加され

ている。

Ｍ50Pit１出土土器（1158・1159） 1158はＳ字甕

Ａ類（Ⅰ段階ｂ）、1159は受口状口縁甕である。

Ｌ63Pit１出土土器（1160） 1160はＳ字甕Ｅ類。

Ｋ51Pit１出土土器（1161） 1161はＳ字甕Ｅ類。

Ｊ43Pit２出土土器（1162・1163） 1162は土師器

杯、1163はＳ字甕Ｅ類。

Ｋ41Pit２出土土器（1164） 1164は壺底部であり、

外面には木葉痕が残る。

Ｋ45Pit６出土土器（1165・1166） 1165・1166は

Ｓ字甕Ｅ類である。

Ｊ44Pit１出土遺物（1167） 1167は刀子の茎部片

と考えられる。関部から刃部にかけてをすべて欠損

し、茎尻も欠損している。目釘孔は認められない。

Ｋ45Pit８出土土器（1168） 1168は腸抉柳葉式の

鉄鏃である。鏃身部は柳葉形でややふくらを有し、

鎬は明瞭ではない。腸抉は深いと思われるが、遺存

状況が良くないため明確ではない。茎部は関部付近

で欠損しているがやや幅広であり、頸部である可能

性も考えられる。

Ｍ59Pit１出土土器（1169・1170） 1169は刀子の

刃部の破片と考えられる。大部分を欠損している。

1170は小型の刀子である。茎部と切先を欠損する。

全面にわたって有機質のもので巻かれたような痕跡

がごくわずかに認められ、鞘の痕跡とも考えられる。

包含層Ⅱ出土土器（1171～1203） 1171～1178・

1180・1181は高杯、1179は小形器台、1182～1188は

壺、1189・1190は鉢、1191～1195は甕、1196は把手

付鉢、1197はミニチュア土器、1198は土師質把手、

1199は土師質土玉、1200は磨石、1201は砥石、1202

は刀子の茎部片、1203は棒状の鉄製品の破片である。

磨石（1200)は肉眼・ルーペによる観察の結果、

側面にわずかに水銀朱が残存していた。側面には擦

痕と敲打痕が観察され、平坦面が作られている。ま

た、中央部には敲打痕が残り、窪んでいる。砥石

（1201）は側面に細かい傷が多数残る。刀子の茎部

片(1202)の茎尻は不整形ではあるが、一文字ないし

は栗尻に近い形態をなす。破断面付近に１孔の目釘

孔が存在しており、内部には木製の目釘が遺存して

いる。棒状の鉄製品の破片（1203）は一部に木質の

付着が確認でき、鉄鏃の茎部の破片などである可能

性が考えられる。
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包含層出土遺物（1204～1270・1671・1672） 1204

～1218・1221は壺、1219・1220は高杯、1222は器台、

1223～1231はＳ字甕、1232はミニチュア土器、1233

は小型甕、1234は手焙形土器、1235・1237～1239は

須恵器杯身、1236は須恵器高杯、1240～44は土師器

杯、1245は中北勢系土師器（２１）椀、1246は須恵器杯、

1247～1252は土師器甕、1253は土師器甑、1254は土

師質土器台付皿、1255・1262～1266は陶器椀、1256

は南伊勢系土師器小皿、1257～1261は陶器小皿、

1267・1268は土師質土錘、1269は土師質土玉、1270

は片岩製石包丁である。1671は小型の刀子である。

刀身部と茎部の大半を欠損する。関部は直角関ない

し斜関と考えられ、関部の付近には鞘ないしUと考

えられる有機質の装具が良好に遺存している。この

装具は表面に黒漆が塗布されている。1672は先端が

尖る棒状の鉄製品である。錆によって詳細な形状が

不明瞭であるため器種の比定が難しいが、平面形な

どからみるとRである可能性も考えられる。

表土出土遺物（1271～1337） 1271～1278は壺、

1279～1285は甕、1286はミニチュア土器甕、1287～

1291は高杯、1292～1295は土師器鉢、1296～1298は

須恵器杯蓋、1299～1301は須恵器杯身、1302は土師

器杯蓋、1303は土師器杯、1304・1305は土師器皿、

1306は土師器蓋、1307～1309は須恵器蓋、1310は志

摩式製塩土器、1311～1313は須恵器杯、1314・1315

は土師器甕、1316・1317は土師質土器小皿、1318・

1319は土師質土錘、1320は京都系土師器小皿、1321

～1323は中北勢系土師器小皿、1324は陶器小皿、

1325は陶器壺、1326～1335陶器椀、1336・1337は南

伊勢系土師器鍋である。

土師器杯（1292）は南関東系の鬼高式杯に相当す

ると考えられる。1294の底部外面にはヘラ描きが刻

まれている。須恵器杯身（1300）は土師質であり、

橙色を呈している。

試掘坑出土土器（1338・1339） 1338は陶器椀、

1339は土師器高杯である。

ＳＥ305出土木製品（1340～1367） 1340～1364・

1366・1367は板材、1365は曲物である。

井戸枠材（1340～1363）は、基本的に板目材ある

いは追柾目材が使用されており、一方の先端が腐食

している。1340・1353・1358・1359は先端が斜めに

加工されている。1340～1342・1348・1359・1364に

は孔が開けられている。特に、1342は側面に多数開

けられている。また、1348は一部が焼けている。

曲物（1365）は、３カ所に木釘の栓がある。

1366は隅丸方形の柾目材。折敷と考えられる。

ＳＥ314出土木製品（1368） 1368は板材であり、

小さな孔が開けられている。

（石井智大・川崎志乃）
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第74図 出土遺物実測図(6)(1：4)
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第75図 出土遺物実測図(7)(228は1：2、その他1：4)
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第76図 出土遺物実測図(8)(1：4)
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第77図 出土遺物実測図(9)(306は1：2、その他1：4）
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第78図 出土遺物実測図(10)(315・343・344は1：2、その他1：4)
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第79図 出土遺物実測図(11)(361～365は1：2、その他1：4）
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第80図 出土遺物実測図(12)(1：4）
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第81図 出土遺物実測図(13)(1：4）
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第82図 出土遺物実測図(14)(441は1：2、その他1：4）
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第83図 出土遺物実測図(15)(472・473・478・487・491・510は1：2、その他1：4）
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第84図 出土遺物実測図(16)(537・567は1：2、その他1：4)
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第85図 出土遺物実測図(17)(1：4)



－ 153 －

第86図 出土遺物実測図(18)(624は1：2、その他1：4)
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第87図 出土遺物実測図(19)(698は1：2、その他1：4)
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第88図 出土遺物実測図(20)(729は1：2、その他1：4)
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第89図 出土遺物実測図(21)(783は1：2、その他1：4)
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第90図 出土遺物実測図(22)(793・794・801・802・1667～1669は1：2、その他1：4)
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第91図 出土遺物実測図(23)(1：4)
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第92図 出土遺物実測図(24)(1：4)
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第93図 出土遺物実測図(25)(1：4)
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第94図 出土遺物実測図(26)(970・983は1：2、その他1：4)
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第95図 出土遺物実測図(27)(990は1：2、その他1：4)
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第96図 出土遺物実測図(28)(993・994は1：1、その他1：2)
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第97図 出土遺物実測図(29)(1014は1：2、その他1：4)
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第98図 出土遺物実測図(30)(1：4）



－ 166 －

第99図 出土遺物実測図(31)(1098は1：2、その他1：4)
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第100図 出土遺物実測図(32)(1152・1167～1170は1：2、その他1：4)
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第101図 出土遺物実測図(33)(1202・1203は1：2、その他1：4)
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第102図 出土遺物実測図(34)(1：4)
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第103図 出土遺物実測図(35)(1671・1672は1：2、その他 1：4)
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第104図 出土遺物実測図(36)(1：4)
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第105図 出土木製品実測図(3)(1：8)
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第106図 出土木製品実測図(4)(1352～1363は1：8、その他1：4)
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第34表 ２・３次調査出土遺物観察表(1)
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第35表 ２・３次調査出土遺物観察表(2)
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第36表 ２・３次調査出土遺物観察表(3)
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第37表 ２・３次調査出土遺物観察表(4)
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第38表 ２・３次調査出土遺物観察表(5)
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第39表 ２・３次調査出土遺物観察表(6)
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第40表 ２・３次調査出土遺物観察表(7)
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第41表 ２・３次調査出土遺物観察表(8)
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第42表 ２・３次調査出土遺物観察表(9)
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第43表 ２・３次調査出土遺物観察表(10)
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第44表 ２・３次調査出土遺物観察表(11)
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第45表 ２・３次調査出土遺物観察表(12)
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第46表 ２・３次調査出土遺物観察表(13)
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第47表 ２・３次調査出土遺物観察表(14)
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第48表 ２・３次調査出土遺物観察表(15)
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第49表 ２・３次調査出土遺物観察表(16)
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第50表 ２・３次調査出土遺物観察表(17)
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第51表 ２・３次調査出土遺物観察表(18)
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第53表 ２・３次調査出土金属器観察表

第52表 ３次調査出土木製品観察表



各種分析の主な目的は、土地利用状況および遺構

機能の復原（目的a）と環境変遷（目的b）および植

物質資源の利用状況（目的c）を記録することであ

る。

目的a 土地利用状況および遺構機能の復原

第２次調査Ｂ地区では、古墳時代前期の方形プラ

ンの遺構が確認された。土壌化層下面において整然

と並んで検出された点や柱穴等の遺構が検出されな

かった点、および出土土器量が少なかった点から水

田状遺構の可能性が考えられたため、プラント・オ

パール分析を実施している。

第３次調査では、ＳＸ365において古墳時代中期

の鉄製品がまとまって出土した。しかし、遺構の形

態を把握できず機能を推定することが困難であっ

た。したがって、人体埋葬等の可能性を検討するた

めリン・カルシウム分析を実施している。

目的b 環境変遷

花粉分析は、第１次調査において充分な試料を得

ることができなかったために実施している。

第３次調査の中世前期の溝ＳＤ302においては、

珪藻分析や種実遺体同定を合わせて実施している。

珪藻分析は、溝が滞水の状態にあることを把握する

ために実施している。種実遺体同定は、花粉分析と

相互補完するためでもある。

目的c 植物質資源の利用状況

出土木製品の樹種同定を実施した。（川崎志乃）
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第３節 自然科学分析

１ 自然科学分析の目的

第54表 第２・３次調査自然科学分析一覧表

１．はじめに

西肥留遺跡は、三重県松阪市肥留町に所在する。

本遺跡は、雲出川右岸の低地部に立地し、弥生時代

から鎌倉時代にかけての遺構･遺物が確認された。

ここでは、弥生時代後期～古墳時代前期の竪穴住居

ないし水田跡と考えられている遺構の覆土を試料と

し、当時の古植生および古環境を明らかにする一端

として、花粉化石群集の検討を行った。

２．試料

花粉化石群集の検討は、B地区SH120より採取され

た合計6試料(試料5～10)について行った。試料5(7

２ 西肥留遺跡の花粉化石群集

新山雅広（パレオ・ラボ）
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図版26 顕微鏡写真

１．プレパラート状況、試料５

２．プレパラート状況、試料６

３．プレパラート状況（中央は単条型胞子、3bは3aの拡大）、試料７

４．プレパラート状況、試料８

５．プレパラート状況、試料９
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層上部)は暗オリーブ褐色砂混じりシルト質粘土。

試料6(7層下部)は黒褐色～暗オリーブ褐色砂混じり

粘土。試料7(65層)は黒褐色砂混じり粘土。試料

8(66層)は暗オリーブ褐色粘土。試料9(67層)は暗灰

黄色砂混じり粘土。試料10(45層)は暗灰黄色シルト

質粘土。

３．方法

花粉化石の抽出は、試料約2～3gを10%水酸化カリ

ウム処理（湯煎約15分）による粒子分離、傾斜法に

よる粗粒砂除去、フッ化水素酸処理（約30分）によ

る珪酸塩鉱物などの溶解、アセトリシス処理（氷酢

酸による脱水、濃硫酸1に対して無水酢酸9の混液で

湯煎約5分）の順に物理･化学的処理を施すことによ

り行った。なお、フッ化水素酸処理後、重液分離

（臭化亜鉛を比重2.1に調整）による有機物の濃集を

行った。プレパラート作成は、残渣を蒸留水で適量

に希釈し、十分に攪拌した後マイクロピペットで取

り、グリセリンで封入した。検鏡は、プレパラート

全面を走査し、その間に出現した全ての種類につい

て同定･計数した。

４．花粉化石群集の記載

検討した結果、いずれの試料も十分な花粉化石を

産出せず、花粉化石分布図として示すことができな

かった。試料5、9は三条型胞子、試料7はクリ属と

単条型胞子を僅かに産出したのみであり、試料6、8、

10は花粉･胞子化石を全く産出しなかった。

５．考察

検討した試料は、花粉化石を殆どないし全く産出

しなかったため、古植生について推定することはで

きず、B地区SH120が水田跡か否かの検証もできなか

った。しかし、プラント・オパール分析の結果では、

上位4試料(試料5～8)でイネのプラント・オパール

が検出され、そのうち上位の試料5～7では稲作が行

われていた可能性が高いと判断された。花粉化石は

水成堆積物であれば良好に保存されるが、土壌のよ

うな酸化条件下では、化学的風化により分解･消失

し、更にバクテリアによる蝕害も受ける。従って、

試料5～7が水田層であるにも関わらず、花粉化石が

保存されていなかったとすれば、冬季(休耕時)の乾

燥が著しいなど、安定した滞水環境で堆積したもの

ではないと考えられる。

６．おわりに

検討した試料のうち、試料5～7は、プラント・

オパール分析の結果から、稲作が行われていた可能

性が高いと考えられた。しかし、花粉化石は産出し

なかったことから、安定した滞水環境で堆積したも

のではないと考えられた。

第55表 花粉化石産出一覧表
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１．はじめに

松阪市肥留町に所在する西肥留遺跡において行わ

れた２次調査で、当初、竪穴住居群と考えられてい

た遺構について水田の可能性も浮上するに至った。

こうしたことからＢ調査区西壁より採取された土壌

試料について花粉分析とプラント・オパ－ル分析を

行い、西肥留遺跡における水田稲作の有無について

検討した。その内ここではプラント・オパ－ル分析

結果について以下に示す。

２．試料と分析方法

試料は、Ｂ調査区の西壁（SH120）より採取され

た６試料（試料番号５～10）である。各試料につい

て、試料５,６（７層：遺物包含層）は黒褐色の粘

土～シルト質粘土、試料７（65層）,８（66層）,９

（67層）は黒褐色粘土、試料10（45層）はボソボソ

感のある暗褐色粘土（ベ－ス）である。プラント・

オパ－ル分析はこれら６試料について以下のような

手順にしたがって行った。

秤量した試料を乾燥後再び秤量する（絶対乾燥重

量測定）。別に試料約１ｇ（秤量）をト－ルビ－

カ－にとり、約0.02ｇのガラスビ－ズ（直径約40μ

ｍ）を加える。これに30%の過酸化水素水を約20～

30cc加え、脱有機物処理を行う。処理後、水を加え、

超音波ホモジナイザ－による試料の分散後、沈降法

により0.01ｍｍ以下の粒子を除去する。この残渣よ

りグリセリンを用いて適宜プレパラ－トを作成し、

検鏡した。同定および計数は機動細胞珪酸体に由来

するプラント・オパ－ルについてガラスビ－ズが

300個に達するまで行った。

３．分析結果

同定・計数された各植物のプラント・オパ－ル個

数とガラスビ－ズ個数の比率から試料１ｇ当りの各

プラント・オパ－ル個数を求め（第56表）、それら

の分布を図１に示した。以下に示す各分類群のプラ

ント・オパ－ル個数は試料１ｇ当りの検出個数であ

る。

検鏡の結果、上位４試料よりイネのプラント・オ

パ－ルが検出された。個数的には、上位３試料の５

～７が6,000個前後、試料８はやや少なく、2,600個

を示している。最も多く得られたのはネザサ節型で、

上位２試料では10,000個を越えている。次いでウシ

クサ族が多く、上位に向かい急増して試料７でピ－

クを示し、さらに上位ではやや減少している。その

他、キビ族はイネが5,000個以上を示している上位

３試料において観察されている。

４．稲作について

上記したように、上位４試料においてイネのプラ

ント・オパ－ルが検出された。ここで検出個数の目

安を示すと、イネのプラント・オパ－ルが試料１ｇ

当り5,000個以上という高密度で検出された地点か

ら推定された水田址の分布範囲と実際の発掘調査と

よく対応する結果が得られている（藤原 1984）こ

とから、稲作の検証としてこの5,000個を目安に、

プラント・オパ－ルの産出状態や遺構の状況をふま

えて判断されている。

西肥留遺跡では上位３試料において5,000個を越

えるイネのプラント・オパ－ルが検出されており、

上記からするとこれらの層準において稲作が行われ

ていた可能性は高いと判断される。時期は出土遺物

から弥生時代後期～古墳時代前期と考えられてい

る。また試料８においては2,600個と5,000個には達

していないことから、上記からすると稲作が行われ

ていた可能性は低いと判断され、検出されたイネの

プラント・オパ－ルは上位層からの落ち込みが考え

られよう。しかしながら水田遺構が検出されている

宮城県仙台市の富沢遺跡におけるプラント・オパ－

ル分析結果をみると、多くの地点で5,000個に達し

ておらず、プラント・オパ－ル密度の高い部分が洪

水によって流出し、密度が低くなったものと推定さ

れている（古環境研究所 1991）。このように西肥

留遺跡の試料８層、すなわち67層においても稲作が

行われていたものの何らかの要因でイネのプラン

ト・オパ－ル密度が低くなってしまっていたことも

３ 西肥留遺跡のプラント・オパ－ル分析

鈴木 茂（パレオ・ラボ）
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考えられ、67層における稲作については多方面から

の検討が必要であろう。

５．遺跡周辺のイネ科植物

ネザサ節型が最も多く検出されており、遺跡周辺

の台地や丘陵部などの空き地にネザサ節型のササ類

やススキやチガヤなどのウシクサ族が草地的景観を

形成していたと推測される。なお現在の愛知県尾張

地区の丘陵部台状地ではススキ－ネザサ（ケネザサ）

群集が成立しており（愛知県 1995）、西肥留遺跡

周辺においても同様の草本植生が見られたと推察さ

れる。

少ないながら上位３試料においてキビ族が連続し

て検出されている。このキビ族についてはその形態

からアワ，ヒエ，キビといった栽培植物か他の雑草

類であるかの分類は難しいのが現状である。しかし

ながら今回の分析においてキビ族は5,000個を越え

るイネが検出されている試料においてのみ観察され

ていることから稲作に関係した雑草類、すなわちイ

ヌビエやタイヌビエなどの稲作雑草に由来するキビ

族と推測される。
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第56表 試料1g当たりのプラント・オパール個数

第107図 西肥留遺跡のプラント・オパール分布図
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図版27 西肥留遺跡のプラント・オパール(scale bar:0.03mm)

１～４イネ（a:断面、b:側面）１：No.５、2：No.6、3：No.７、4：No.８

５：ネザサ節型（a:断面、b:側面）No.５

６：クマザサ属型（a:断面、b:側面）No.５ ８：ウシクサ族（断面）No.６

７：ヨシ属（断面）No.５ ９：キビ族（側面）No.７



はじめに

西肥留遺跡は三重県松阪市肥留町に所在し、雲出

川右岸の氾濫原に立地する。これまでの発掘調査の

結果、本遺跡からは弥生時代後期～古墳時代前期の

竪穴住居、古墳時代後期の集落跡、鎌倉時代の大溝

などの遺構や、井戸枠に転用された準構造船、銅鏃、

奈良時代の瓦・墨書土器などの遺物が確認されてい

る。今回発掘調査が行われたＤ地区からは、古墳時

代前期の竪穴住居・溝、古墳時代中期の竪穴住居・

土坑・溝、古墳時代後期の溝、および鎌倉時代の大

きな溝・井戸・土坑などが検出されている。

本報告では、中世(鎌倉時代)に構築されたと推定

される区画溝（SD302）の埋土を対象とし、当時の

古環境に関する情報を得ることを目的として、珪藻

分析・花粉分析・種実分析を実施する。また、古墳

時代中期の鉄器などの遺物が出土する遺構(SX365)

遺構の用途推定を目的として、リン・カルシウム分

析を実施する。以下に目的別に結果について報告す

る。

Ⅰ．区画溝（SD302）埋没期の古環境

１．試料

Ｄ地区で検出されたSD302は、幅2.5mを超える大

溝であり、中世(鎌倉時代)に構築されたと推定され

ている。SD302は本調査区南側のＢ地区でみつかっ

た２条の大溝とほぼ直行しており、その交点から一

辺60mを超える方形区画をなす、区画溝であると考

えられている。SD302埋土は、下位より6～1層に分

層されており、6層・5層は植物遺体を含む青灰色粘

土、4層は灰白色シルト質粘土、3層は褐灰色砂質シ

ルト、2層は灰白色シルト質粘質、1層は灰褐色砂質

シルトからなる。6層の上面、および5層の上部に植

物遺体が集積する層準が確認されており、遺構機能

期ないし放置期に形成されたことが推定されてい

る。今回の珪藻・花粉・種実分析を実施する試料は、

この5層上部の植物遺体が集積する部分より採取さ

れた土壌試料1点である。なお、種実分析では、本

溝から発掘調査時に取り上げられた種実単体試料1

点についても、あわせて実施する。

２．分析方法

（１）珪藻分析

試料を湿重で7g前後秤量し、過酸化水素水、塩酸

処理、自然沈降法の順に物理・化学処理を施して、

珪藻化石を濃集する。検鏡に適する濃度まで希釈し

た後、カバーガラス上に滴下し乾燥させる。乾燥後、

プリュウラックスで封入して、永久プレパラートを

作製する。検鏡は、光学顕微鏡で油浸600倍あるい

は1000倍で行い、メカニカルステージでカバーガラ

スの任意の測線に沿って走査し、珪藻殻が半分以上

残存するものを対象に200個体以上同定・計数する。

種の同定は、原口ほか(1998)、Krammer(1992)、

Krammer & Lange-Bertalot (1986,1988,1991a,1991b)、

渡辺(2005)、Witkowski et al.(2000)などを参照し、

分類体系はRound, Crawford & Mann(1990)に従う。

同定結果は、中心類(Centric diatoms)と羽状類

(Pennate diatoms)に分け、羽状類は無縦溝羽状珪

藻類(Araphid pennate diatoms)と有縦溝羽状珪藻

類(Raphid pennate diatoms)に分ける。また、有縦

溝類は､単縦溝類、双縦溝類、管縦溝類、翼管縦溝

類、短縦溝類に細分する。各種類の塩分濃度に対す

る区分はLowe(1974)に従い、真塩性種(海水生種)、

中塩性種(汽水生種)、貧塩性種(淡水生種)に分け、

貧塩性種については、はさらに細かく生態区分し、

塩分・水素イオン濃度(pH)・流水に対する適応能に
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４ 西肥留遺跡（３次）の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

第108図 ＳＤ302堆積断面および分析試料採取位置
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ついても示す。また、環境指標種についてはその内

容を示す。そして、産出率2.0%以上の主要な種類に

ついて、主要珪藻化石群集の散布図を作成する。ま

た、産出化石が現地性か異地性かを判断する目安と

して、完形殻の出現率を求める。堆積環境の解析は、

真塩性種～中塩性種については小杉(1988)、貧塩性

種については安藤(1990)、陸生珪藻については伊

藤・堀内(1991)、汚濁耐性については、Asai &

Watanabe(1995)、渡辺(2005)の環境指標種を参考と

する。

(2)花粉分析

試料約10gについて、水酸化カリウムによる泥化、

篩別、重液(臭化亜鉛：比重2.3)による有機物の分

離、フッ化水素酸による鉱物質の除去、アセトリシ

ス(無水酢酸9：濃硫酸1の混合液)処理による植物遺

体中のセルロースの分解を行い、物理・化学的処理

を施して花粉を濃集する。残渣をグリセリンで封入

してプレパラートを作成し、400倍の光学顕微鏡下

でプレパラート全面を走査し、出現する全ての種類

について同定・計数する。

結果は同定・計数結果の一覧表、および花粉化石

群集の散布図として表示する。図中の木本花粉は木

本花粉総数を、草本花粉・シダ類胞子は総数から不

明花粉を除いた数をそれぞれ基数として、百分率で

出現率を算出し図示する。

(3)種実分析

土壌試料は1600cc(2494g)を水に一晩浸し、0.5mm

目の篩を通して水洗する。篩に残った残渣を粒径別

にシャーレに集めて双眼実体顕微鏡下で観察し、同

定可能な種実や葉を抽出する。現生標本および原色

日本植物種子写真図鑑(石川,1994)、日本植物種子

図鑑(中山ほか,2000)との対照から、種実や葉の種

類と部位を同定し、個数を求めて表に示す。分析後

の種実化石(単体試料を除く)は、種類毎に容器に入

れ、70%程度のエタノール溶液による液浸保存処理

を施して保管する。

３．結果

(1)珪藻分析

珪藻化石の生態性区分や環境指標種群の説明を第

57表に、結果を第58表・第109図に示す。5層からは

珪藻化石が豊富に産出する。完形殻の出現率は約

80%と化石の保存状態が良い。産出分類群数は、29

属65分類群である。以下に珪藻化石群集の特徴を述

べる。

塩分濃度に対するカテゴリーでは、淡水域に生育

する水生珪藻(以下、水生珪藻という)が約80%と優

占し、これに付随して淡水～汽水生種も伴う。また、

第109図　主要珪藻化石群集の散布図
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第57表 珪藻化石の生態性区分および環境指標種群の説明
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第58表 珪藻分析結果
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陸上のコケや土壌表面など多少の湿り気を保持した

好気的環境に耐性のある陸生珪藻も約20%産出する。

淡水性種の生態性(塩分濃度、水素イオン濃度、流

水に対する適応能)の特徴は、貧塩不定性種、真＋

好アルカリ性種、流水不定性種が優占する。主な産

出種は、流水不定性のNavicula rhynchocephalaが

約20%産出し、同じく流水不定性のEunotia bilu-

naris var. bilunalis、Nitzschia angustata、沼

沢湿地付着生種群のPinnularia gibba、流水性で中

～ 下 流 性 河 川 指 標 種 群 の P l a n o t h i d i u m

lanceolatum、真流水性のSurirella angusta等を伴

う。また、陸生珪藻の中でも耐乾性の高い陸生珪藻

A群 の Diadesmis contenta var. biceps、

Hantzschia amphioxys等も認められる。

(2)花粉分析

結果を第59表、第110図に示す。図表中で複数の

種類をハイフォンで結んだものは、種類間の区別が

困難なものを示す。花粉化石の保存状態は、比較的

良好である。

木本花粉についてみると、エノキ属－ムクノキ属

が最も多く産出し、マツ属複維管束亜属、ノブドウ

属、ウコギ科、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカ

ガシ亜属などを伴う。草本花粉ではイネ科、クワ科

が多く産出し、バラ科、ヨモギ属などを伴う。また、

栽培種であるソバ属に由来する花粉も、わずかでは

あるが検出される。

(3)種実分析

結果を第60表に示す。土壌試料1600ccからは、裸

子植物2分類群12個、被子植物31分類群271個の種実

や葉と、部位･種類の特定に至らなかった不明種実

57個が検出された他に、木材、炭化材、蘚苔類、昆

虫の破片などが確認された。出土種実単体試料は、

フジ属の果実と種子に同定された。

以下に、本分析にて得られた種実や葉の形態的特

徴などを、木本、草本の順に記す。

＜木本＞

・モミ属(Abies) マツ科

葉の破片が検出された。灰褐色、線形で偏平。破

片は長さ1cm以下、最大幅3mm程度。先端部はやや尖

る。吸盤状の葉痕(茎に接着する部分)をもつ基部を

欠損する。葉上面には中肋に沿って凹む溝があり、

裏面では溝の両側に白色の気孔帯が配列する。

・スギ(Cryptomeria japonica (L. f.) D.) スギ

科スギ属

種子と葉が検出された。種子は黒褐色、線状長楕

円形でやや偏平。長さ5-6mm、幅2.5-3mm、厚さ1mm

程度。種子の正中線上には鈍稜があり、両縁には質

の薄い翼がある。種皮表面はやや平滑。葉は黒褐色、

長さ4-9mm、径0.5-2mm程度の枝側に歪曲する鎌状針

形で断面は菱形。基部は次第に細まり、枝に流れる。

・ ム ク ノ キ (Aphananthe aspera (Thunb.)

Planchon) ニレ科ムクノキ属

核(内果皮)が検出された。灰黄褐色、広倒卵体。

径7-8mm程度。一側面は狭倒卵形で他方は稜になっ

て薄く、基部に淡褐色の突起をもつ。内果皮は厚く

柔らかく脆い。表面には微細な粒状網目模様があり

ざらつく。断面は柵状。

・クスノキ科(Lauraceae)

第110図　花粉化石群集の散布図
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種子、葉の破片が検出された。種子は黒褐色、

径6-7mm程度の歪な球体。基部にはやや突出する臍

からはじまる低い稜があり、側面の途中で終わる。

種皮は薄く硬く、表面は粗面。葉の破片は基部の

みで葉柄や頂部を欠損する。黒褐色、基部は楔形。

革質で厚く、葉表は平滑で光沢があり、裏は粗面。

葉縁は全縁。完形ならば楕円形と推定される。長

さ4.3cm以下、最大幅は3cm程度。葉脈は基部の少

し上から左右に分かれる3行脈。なお、3行脈と思

われるが基部を欠損する葉片をクスノキ科近似種

とした。

革質の葉で3行脈をもつクスノキ科は、クスノキ

属(クスノキ、ヤブニッケイ)、シロダモ属(シロダ

モ、イヌガシ)などが該当する。検出された葉片は、

これらの種に由来する可能性がある。

・ヒサカキ属(Eurya) ツバキ科

種子が検出された。茶～黒褐色、不規則な多角

形でやや偏平、径1.5-1.8mm程度。一端に臍があり、

臍の方に薄い。臍を中心に楕円形や円形凹点によ

る網目模様が指紋状に広がる。

・キイチゴ属(Rubus) バラ科

核(内果皮)が検出された。淡灰褐色、半円形～

三日月形。径1.7mm程度。腹面方向にやや湾曲する。

表面には大きな凹みが分布し網目模様をなす。

・アオツヅラフジ(Cocculus orbiculatus (L.)

DC.) ツヅラフジ科アオツヅラフジ属

核が検出された。灰褐色、偏円体でやや偏平。

径4.5mm、厚さ3㎜程度。中央は大きく窪み、周囲

の隆起一端が開いた馬蹄形。基部は切形。基部を

除く縁には、隆条が長軸に対し直角に列生する。

核は硬く厚く、表面は粗面。

・フジ属(Wisteria) マメ科

果実と種子の破片が検出された。果実は黒褐色、

歪な倒披針形で偏平。長さ12.5cm、幅1.5cm程度。

果皮は厚く、表面は粗面。2枚からなる果皮の一部

がねじれ割れて、内部の種子が入る凹みがみられ

る。種子は黒褐色、繭状横長楕円形。長さ1cm、幅

1.4cm程度、厚さ5mm程度。腹面に幅1cm程度の広線

形の臍がある。種皮は平滑。

・アカメガシワ(Mallotus japonicus (Thunb.)

Mueller- Arg.) トウダイグサ科アカメガシワ属

第59表 花粉分析結果
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第60表 種実分析結果
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種子が検出された。黒褐色、歪な球体。径3.5mm

程度。基部にＹ字形の稜がある。種皮は硬く、表面

には瘤状突起を密布しゴツゴツしている。種皮断面

には内側に湾曲する柵状構造がみられる。

・センダン(Melia Azedarach L. var. subtripin-

nata Miquel) センダン科センダン属

核が検出された。灰褐色、楕円体。表面には浅く

広い5-6個の縦溝と縦隆条が交互に配列し、上面観

は星形。長さ1.3-1.5cm、径1cm程度。核表面は粗面。

縦隆条に沿って割れた内部に長楕円体の種子が入

る。

・ウルシ属(Rhus) ウルシ科

核が検出された。灰褐色、広卵状繭形でやや偏平。

長さ3.8mm、幅5mm、厚さ1.5mm程度。背腹両面の中

央部はわずかに凹む。表面はやや平滑。

・ブドウ属(Vitis) ブドウ科

種子が検出された。灰～黒褐色、径4mm程度の広

倒卵体で側面観は半広倒卵形。基部の臍の方に向か

って細くなり、嘴状に尖る。背面にさじ状の凹みが

ある。腹面は中央に縦筋が走り、その両脇には楕円

形の深く窪んだ孔が存在する。種皮は薄く硬く、断

面は柵状。なお、同定根拠となる背面が欠損した破

損個体を、ブドウ科(Vitaceae)とした。

・クロガネモチ近似種 (Ilex cf. rotunda

Thunb.Ilex) モチノキ科モチノキ属

核が検出された。灰褐色、半狭楕円体。長さ

3.8mm、径1.3mm程度。背面は長楕円形で丸みがあり、

2個の縦溝がある。腹面正中線は稜をなす。核表面

は粗面。

＜草本＞

・ミクリ属(Sparganium) ミクリ科

果実が検出された。淡灰褐色、紡錘状倒卵体。長

さ3.5mm、径1.5mm程度。頂部は尖り、基部は切形。

果皮はスポンジ状で、表面には数本の隆条が縦列す

る。

・イネ科(Gramineae)

果実が検出された。形態上差異のある複数の種を

一括した。淡～黄褐色、半挟卵体でやや偏平。長さ

2-3mm、径1-2mm程度。果皮は薄く柔らかく、表面に

は微細な網目模様が縦列する。

・ホタルイ属(Scirpus) カヤツリグサ科

果実が検出された。灰褐色、片凸レンズ状の広倒

卵体。径2mm程度。果実頂部は尖る。背面はやや高

く正中線上に稜がある。基部から伸びる逆刺を持つ

髭状の腕が残る。果皮表面は光沢があり、不規則な

波状の横皺状模様が発達する。

・カヤツリグサ科(Cyperaceae)

果実が検出された。ホタルイ属以外の形態上差異

のある複数種を一括した。淡～黒褐色、レンズ状ま

たは三稜状倒卵体。径1-2mm程度。頂部の柱頭部分

が伸び、基部は切形。果皮表面には微細な網目模様

がある。

・ツユクサ(Commelina communis L.) ツユクサ科

ツユクサ属

種子が検出された。灰褐色で半横長楕円形。径

2.5mm程度。背面は丸みがあり、腹面は平らで正中

線上に線形の臍がある。胚は一側面の浅い円形の凹

みに存在する。種皮は柔らかく、背面と側面の表面

には大きなすり鉢状の孔が散在する。他の面は円形

の小孔が多数存在する。

・イラクサ科(Urticaceae)

果実が検出された。淡黄褐色、非対称な広倒卵形

で偏平。径1.2mm程度。頂部や基部は尖り、中央部

は両凸レンズ形。果皮は薄く表面はざらつく。

・タデ属(Polygonum) タデ科

果実が検出された。黒褐色、卵体でやや偏平。長

さ3-4mm、径2mm程度。頂部はやや尖り、2花柱が残

存する。果皮表面はやや平滑で、灰褐色の花被が残

る個体もみられる。

・スベリヒユ科(Portulacaceae)

種子が検出された。黒色、腎臓状円形でやや偏平。

径0.8-1mm程度。一端が凹み、臍がある。臍には種

柄の一部が残る。種皮表面には鈍円錐状突起が密生

する。

・ナデシコ科(Caryophyllaceae)

種子が検出された。淡～茶褐色、腎状円形でやや

偏平。径1mm程度。基部は凹み、臍がある。種皮は

薄く柔らかい。種皮表面には、臍を取り囲むように

瘤状突起が同心円状に配列する。

・キケマン属(Corydaｒis) ケシ科

種子が検出された。黒褐色、腎臓状円形で両凸レ

ンズ形。径1.7mm程度。基部は凹み、臍がある。種
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皮表面は平滑で光沢があり、臍を取り囲むように微

細な網目模様が同心円状に配列する。。

・トウゴクサバノオ(Isopyrum trachyspermum

Maxim.) キンポウゲ科シロカネソウ属

種子が検出された。淡褐色、球体。径0.6mm程度。

種皮は薄く、表面には小突起が密布しざらつく。

・キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属

(Potentilla－Duchesnea－Fragaria) バラ科

核(内果皮)が検出された。淡灰褐色、腎形でやや

偏平。径1mm程度。内果皮は厚く硬く、表面は粗面

な個体や数本の隆条が斜上する個体がみられる。

・カタバミ属(Oxalis) カタバミ科

種子が検出された。黒褐色、卵形で偏平。長さ

1.5mm、幅1mm程度。基部はやや尖る。種皮は薄く柔

らかく、縦方向に裂けやすい。表面には4-7列の肋

骨状横隆条が並び、わらじ状を呈す。

・エノキグサ(Acalypha australis L.) トウダイ

グサ科エノキグサ属

種子が検出された。黒褐色、倒卵体。長さ1.8mm、

径1.5mm程度。基部はやや尖り、Ｙ字状の筋がある。

種皮は薄く硬く、表面には細かい粒状の凹みが密布

しざらつく。

・コミカンソウ属(Phyllanthus) トウダイグサ科

種子が検出された。淡褐色、径1mm程度の半広倒

体。背面は丸みを帯び、腹面の正中線は稜状。正中

線の一端に臍がある。

・イヌコウジュ属(Mosla) シソ科

果実の破片が検出された。灰褐色、倒広卵体。径

1.4mm程度。基部には臍点があり、舌状にわずかに

突出する。果皮はやや厚く硬く、表面は浅く大きく

不規則な網目模様がある。

・ナス科(Solanaceae)

種子が検出された。淡灰褐色、歪な腎臓形で偏平。

径2.5mm程度。種子は基部のくびれた部分に臍があ

る。種皮は薄く柔らかく、表面は微細な星型状網目

模様が臍を中心として同心円状に発達する。

・スズメウリ(Melothria japonica (Thunb.)

Maxim.) ウリ科スズメウリ属

種子が検出された。灰褐色、倒卵形で偏平。長さ

6-7mm、幅4mm、厚さ0.5mm程度。縁は肥厚せず、両

面中央には倒卵形の浅い凹みがある。基部はやや切

形で臍と発芽口がある。表面には微細な網目模様が

縦列する。

・メナモミ属(Siegesbeckia) キク科

果実が検出された。黒色、狭三角状菱形体で腹面

方向へやや湾曲する。長さ3-4mm、径1.3-1.7mm程度。

頂部には円形の臍がある。表面には浅い縦溝と微細

な網目がある。網目の境壁は短く突出し、全体に微

細な突起がある。

・キク科(Compositae)

果実が検出された。メナモミ属以外の形態上差異

のある複数の種を一括している。灰褐色、長さ2-

3mm、径1mm程度の長楕円形。頂部は切形で円形の臍

がある。数本の隆条が配列する。果皮表面には微細

な網目模様が縦列する。

４．考察

（１）区画溝SD302埋土中の珪藻化石群集の特徴

中世(鎌倉時代)の区画溝SD302埋土のうち、植物

遺体の集積する５層上部の珪藻化石群集は、沼沢湿

地付着生種群を含む流水不定性種が優占し、中～下

流性河川指標種群を含む流水性種を伴う組成を示し

た。産出種の水素イオン濃度に対する適応性では、

真＋好アルカリ性種が多産した。以上の群集組成お

よび、湖沼や池沼等の止水域に生育する真＋好止水

性種は殆んど産出しなかったことから、SD302の５

層上部形成期には、溝内を流水が流れていたと考え

られる。なお、水質的にはアルカリ性で、強腐水域

に生育する好汚濁性種は少なく、貧腐水域～中腐水

域に生育する広域適応性種が多かったこと、多産種

のNavicula rhynchocephalaが貧腐水域で良く生育

することなどを考慮すると、水の汚れはあまり進ん

でいなかったと思われる。また、検出された陸生珪

藻については、区画溝の壁や周囲の乾いた場所から

風などによって溝内に二次的に混入し堆積したと考

えられる。

（２）花粉化石・大型植物化石の産状からみた中世

の古植生

区画溝SD302埋土５層上部の花粉化石群集と種実

等の大型植物化石群集の種類（分類群）構成をみる

と、両者で対応関係にある種類（分類群）が比較的

多いことが確認される。木本植物では、モミ属・ス
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ギ属・ムクノキを含むエノキ属－ムクノキ属・アカ

メガシワ属・ノブドウ属・フジ属を含むマメ科、草

本植物ではイネ科・ホタルイ属を含むカヤツリグサ

科・ナデシコ科・タデ属・キジムシロ属－ヘビイチ

ゴ属－オランダイチゴ属を含むバラ科・イヌコウジ

ュ属を含むソシ科・メナモミ属などを含むキク科、

などである。今回分析を行った堆積物が溝機能期な

いし放置期に形成された堆積物であることからみ

て、これらの植物の多くが溝内ないしその近辺の植

生を構成していた要素であったことが推定される。

特に花粉化石群集において多産したエノキ属－ムク

ノキ属は局地的な植生を反映している可能性が高

く、大型植物化石においてムクノキの核が検出され

ていることから、当時の溝近傍には高木となるムク

ノキが存在した可能性がある。

以上の対応関係にある種類のうちモミ属・スギ属

以外の種類と大型植物化石でのみ産出している種類

には、アオツヅラフジ・フジ属・アカメガシワ(ア

カメガシワ属)・センダン・ウルシ属・ブドウ属・

ツタ属・ノブドウ属などの比較的明るい林地を好む

種類、ニレ属－ケヤキ属などの河畔林の構成する種

類が多いことが認識される。西肥留遺跡は氾濫原に

位置することを考慮すると、植生に対する河川撹乱

などの影響を受ける領域の植生として今回の植物化

石群集は同調的な群集といえる。この点については、

西肥留遺跡が立地する地域の中世頃の地形発達過程

を踏まえた評価が必要である。

一方、スギ属とモミ属は、花粉化石でのみ確認さ

れているコウヤマキ属やツガ属などとともに暖温帯

から冷温帯の推移帯に林分をなす温帯性針葉樹の種

類である。これらが当時の低地に分布していたかは

今のところ不明である。本地域では、筋違遺跡（三

重県埋蔵文化財センター,2005）や柏木遺跡（パリ

ノ・サーヴェイ,2004）において、これら温帯性針

葉樹の種類が縄文時代晩期から弥生時代の堆積物に

おいて多産する傾向が確認されていることから、低

地域にも分布していた可能性もある。これらの木材

は有用材であり、その分布拡大様式について今後の

資料の蓄積を待って再評価していきたい課題であ

る。また、花粉化石群集でのみ産出した種類のうち、

コナラ属アカガシ亜属、シイノキ属、ヤマモモ属な

どの常緑広葉樹やコナラ属コナラ亜属などの落葉広

葉樹などは上記した河畔林構成要素が分布する領域

より安定した場所に分布していたものと思われる。

草本植物の化石についてみると、花粉化石では、

クワ科、イネ科が多く産出し、バラ科、ヨモギ属な

どを伴う。種実化石をみると、カヤツリグサ科、ナ

デシコ科、スズメウリなどが比較的多く認められ、

イネ科、タデ属、カタバミ属などを伴う。これらは

人里近くに開けた草地を形成する、いわゆる人里植

物に属する種類を多く含む分類群である。よって、

これらの草本類は、上述した樹木などが生育する森

林内や林縁部や、調査地周辺の明るく開けた場所な

どに形成されていた草本群落に由来するものと考え

られる。また、水生植物のミクリ属、ホタルイ属

(一部)、ミズアオイ属や、湿った場所に生育するス

ズメウリなどが認められることから、当時の溝内や

その集水域に生育していたことが推定される。

また、検出された花粉化石・大型植物化石のうち、

有用植物についてみると、ムクノキ、キイチゴ属、

ブドウ属は果実が生食可能である。ウルシ属の一部

は漆や木蝋等に利用可能である。また、栽培種であ

るソバ属も検出されることから、周辺でのソバ栽培

の可能性も想定される。

以上、今回の結果から中世の西肥留遺跡の植生に

ついて述べてきたが、この植生が本地域における中

世の普遍的な植生を反映しているかは不明である。

本地域では小津遺跡や中林・中道遺跡において、室

町時代後半以前から室町時代後半にかけての植生に

関する情報が得られている（パリノ・サーヴェ

イ,2007）。それらの結果をみると、室町時代以前の

時期に常緑広葉樹のアカガシ亜属などが多産してい

るが、室町時代後半になり、成長が早く痩地にも育

ち、破壊された後に先駆的に進入し、二次林を作る

ことが多いマツ属が増加することが確認されてい

る。この結果は、室町時代後半に周辺植生が二次林

的性格の強いものに変化したことを示している。今

回の区画溝の花粉化石群集は、上記したように溝近

辺の局地的な植生を強く反映している可能性があ

り、特に花粉化石群集で多産したエノキ属-ムクノ

キ属は、他の種類の産出率を過小に評価する要因に

なっていると思われる。そのため、木本花粉化石群
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集からエノキ属－ムクノキ属を除くと、最も多産し

ている種類はマツ属ということになる。この点は、

小津遺跡で捉えられている変化とも概ね同調する。

一般に植生は河川氾濫や台風など自然撹乱と人間活

動に由来する人為的撹乱により、更新していくが、

中世における植生変化は人為的撹乱の影響が大きく

関係していた可能性が高い。今後も本時期の古植生

に関する情報を蓄積し、その検証を行っていくよう

にしたい。

Ⅱ．SX365のリン・カルシウム分析

１．試料

古墳時代中期のSX365は16層を削剥して構築され

ている。その直下には古墳時代前期末～中期の溝

SD338が確認されている。 SX365埋土は黄褐色の砂

質シルトからなり、古墳時代中期に遺物が出土する。

分析試料は図４に示すようにSX365埋土およびその

上・下位堆積物より6点が採取された。これら6点全

点についてリン・カルシウム分析を実施する。

２．方法

リン酸は硝酸・過塩素酸分解－バナドモリブデン

酸比色法、カルシウムは硝酸・過塩素酸分解－原子

吸光光度法でそれぞれ行う(土壌標準分析・測定法

委員会編,1986)。以下に操作工程を示す。

試料を風乾後、軽く粉砕して2.00mmの篩を通過さ

せる(風乾細土試料)。風乾細土試料の水分を加熱減

量法(105℃、5時間)により測定する。風乾細土試料

1.00gをケルダール分解フラスコに秤量し、はじめ

に硝酸(HNO3)約5mlを加えて加熱分解する。放冷後、

過塩素酸(HClO4)約10mlを加えて再び加熱分解を行

う。分解終了後、水で100mlに定容してろ過する。

ろ液の一定量を試験管に採取し、リン酸発色液を加

えて分光光度計によりリン酸(P2O5)濃度を測定す

る。別にろ液の一定量を試験管に採取し、干渉抑制

剤を加えた後に原子吸光光度計によりカルシウム

(CaO)濃度を測定する。これら測定値と加熱減量法

で求めた水分量から、乾土あたりのリン酸含量

(P2O5mg/g)とカルシウム含量(CaOmg/g)を求める。

３．結果

結果を第61表に示す。調査対象とした試料は、暗

灰黄～灰色を呈し、やや還元的な色調であることか

ら、湿性な環境下におかれた経緯があることが推察

される。

リン酸含量についてみると、最も低い値で試料①

の3.82P2O5mg/g、最も高い値で試料⑥の4.26
第111図　ＳＸ365断面およびリン・カルシウム分析

試料採取位置

第61表 ＳＸ365のリン・カルシウム分析結果
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P2O5mg/gであり、試料間の変動は少ない。

一方、カルシウム含量についてみると、最も低い

値で試料①の8.41CaOmg/g、最も高い値で試料④お

よび試料⑤の9.50CaOmg/gであり、リン酸含量同様

に変動が少ない。

４．考察

SX365埋土およびその上・下位堆積物より採取さ

れた6点の試料のリン酸含量は3.82～4.26P2O5mg/g、

カルシウム含量は8.41～9.50CaOmg/gの範疇にあり、

リン酸含・カルシウム含量ともに変動が少ない。土

壌中に普通に含まれるリン酸量、いわゆる天然賦存

量については、いくつかの報告事例があるが

(Bowen,1983;Bolt･Bruggenwert,1980;川崎ほ

か,1991;天野ほか,1991)、これらの事例から推定さ

れる天然賦存量の上限は約3.0P2O5mg/g程度である。

また、人為的な影響(化学肥料の施用など)を受けた

黒ボク土などの既耕地では5.5P2O5mg/g(川崎ほ

か,1991)という報告例があり、当社におけるこれま

での分析調査事例では骨片などの痕跡が認められる

土壌では6.0P2O5mg/gを越える場合が多い。

今回調査を実施した試料は、いずれも天然賦存量

を超えるリン酸が検出されていることから、何らか

の形でリン酸が富化されていることが指摘される。

なお、土壌中のリン酸の多くは、一般的には植物遺

体に由来することが多いが、今回の試料土壌の土色

を見る限りでは土壌中の有機物量は少ないと推量さ

れることから、他の要因に基づくリン酸富化の可能

性が高いことが考えられる。遺構内覆土間のリン酸

やカルシウム含量を相対比較した場合、両成分とも

に試料間での変動は少ないものの、SX365遺構埋土

下部の試料④・⑤についてはリン酸、カルシウム含

量が僅かに多い傾向にある。しかし、特異的に富化

されているような状況ではないことや、SX365遺構

を覆う上位堆積層から採取された試料⑥においてリ

ン酸が最も高く検出されている点に疑問が残ること

から、遺体痕跡の可能性を積極的に指示することは

難しい。

一方、今回調査を実施したSX365遺構埋土および

その下位のSD338埋土は還元状況下におかれた経緯

が予想されることから、土壌中での両成分の挙動に

も注意を払う必要がある。特に、還元条件下ではリ

ン酸の拡散移動が大きくなることから、周辺からの

成分の流入の可能性も考慮した上で検証することが

不可欠となる。試料土壌のリン酸含量が全体的に多

いことには、このような作用が影響した結果とも考

えられる。いずれにしても、今回の結果からは、

SX365遺構における有機物遺体の存在を積極的に指

示することは難しいと判断される。
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図版29 珪藻化石
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図版30 木本種実・葉
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図版31 草本種実
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1.試料

試料は三重県西肥留遺跡３次から出土した木製品

29点である。

2.観察方法

剃刀で木口（横断面）、柾目（放射断面）、板目

（接線断面）の各切片を採取し、永久プレパラート

を作製した。このプレパラートを顕微鏡で観察して

同定した。

3.結果

樹種同定結果（針葉樹3種）の表と顕微鏡写真を

示し、以下に各種の主な解剖学的特徴を記す。

１）コウヤマキ科コウヤマキ属コウヤマキ

（Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc.）

（遺物No.1343～1346,1351,1358）

（写真No.1343～1346,1351,1358）

木口では仮道管を持ち、早材から晩材への移行は

やや緩やかで晩材部の幅は極めて狭い。柾目では放

射組織の分野壁孔は小型の窓状で1分野に1～2個あ

る。板目では放射組織はすべて単列であった。コウ

ヤマキは本州(福島以南)、四国、九州(宮崎まで)に

分布する。

２）スギ科スギ属スギ(Cryptomeria japonica

D.Don)

（遺物No.1352,1362,1364,1365,1367,1368）

（写真No.1352,1362,1364,1365,1367,1368）

木口では仮道管を持ち、早材から晩材への移行は

やや急であった。樹脂細胞は晩材部で接線方向に並

んでいた。柾目では放射組織の分野壁孔は典型的な

スギ型で1分野に1～3個ある。板目では放射組織は

すべて単列であった。樹脂細胞の末端壁はおおむね

偏平である。スギは本州、四国、九州の主として太

平洋側に分布する。

３）ヒノキ科アスナロ属（Thujopsis sp.）

（遺物No.1340～1342,1347～1350,1353～1357,1359

～1361,1363,1366）

（写真No.1340～1342,1347～1350,1353～1357,1359

～1361,1363,1366）

木口では仮道管を持ち、早材から晩材への移行は

緩やかであった。樹脂細胞は晩材部に散在または接

線配列である。柾目では放射組織の分野壁孔はヒノ

キ型からややスギ型で1分野に2～4個ある。板目で

は放射組織はすべて単列であった。数珠状末端壁を

持つ樹脂細胞がある。アスナロ属にはアスナロ（ヒ

バ、アテ）とヒノキアスナロ（ヒバ）があるが顕微

鏡下では識別困難である。アスナロ属は本州、四国、

九州に分布する。

使用顕微鏡

Nikon

MICROFLEX UFX-DX Type 115
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２次(Ｂ地区)第1面全景（北から）

２次(Ｂ地区)第2面（北から）
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ＳＨ108出土状況（西から）

ＳＥ135出土状況（南から）
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ＳＤ133（南から）

２次(Ｂ地区)調査区西壁サンプリング地点付近

図版44
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２次(Ｃ地区)第2面全景（北から）

２次(Ｃ地区)第2面全景（南から）
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ＳＨ229出土状況（東から）

ＳＨ229加工面（北から）
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ＳＨ222機能面（西から）

ＳＨ222出土状況（西から）
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ＳＨ247機能面（北から）

ＳＨ247加工面（北東から）
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ＳＨ247出土状況（北から）

ＳＨ258加工面（北西から）
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ＳＨ245機能面（北から）

ＳＨ244機能面（北から）
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ＳＨ253機能面（西から）

ＳＨ227機能面（北西から）

図版51

－ 235 －



ＳＨ233機能面（南から）

ＳＨ233加工面（南から）
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ＳＨ231機能面（北西から）

ＳＨ231加工面（北西から）
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ＳＨ220機能面（南から）

ＳＨ235機能面（北から）
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ＳＨ225機能面（東から）

ＳＨ225加工面（東から）
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ＳＨ221機能面（東から）

ＳＥ260出土状況（北から）
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２次(Ｃ地区)第1面全景（南から）

ＳＫ201（北から）

図版57

－ 241 －

ＳＺ213出土状況（東から）

ＳＤ210（東から）



３次(Ｄ地区)遠景（南から）

３次(Ｄ地区)遠景（北から）
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３次(Ｄ地区)遠景（東から）

３次(Ｄ地区)第2面（上から）
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３次(Ｄ地区)第2面（北から）

３次(Ｄ地区)第2面（南から）
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ＳＨ324出土状況（東から）

ＳＨ327（東から）
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ＳＨ350出土状況（南西から）

ＳＨ350加工面（西から）
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ＳＨ341加工面（西から）

ＳＨ326（西から）
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ＳＢ366（東から）

ＳＥ351（西から）
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ＳＥ346断面（東から）

ＳＥ346出土状況（北から）
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ＳＤ328（南から）

ＳＤ328（東から）
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ＳＤ328出土状況（西から）ＳＤ338出土状況（東から）

図版67
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ＳＤ328断面（東から）

ＳＸ365出土状況（東から） ＳＸ365断面（南から）

ＳＸ365試料採取地点（東から） ＳＸ365作業風景（南から）



ＳＤ348出土状況（東から）

ＳＤ343（南東から）
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３次(Ｄ地区)第1面（南から）

３次(Ｄ地区)第1面（北から）

図版69
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ＳＥ305断面（南から）

ＳＥ314（南から）
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出土遺物(14)
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出土遺物(15) 

294 387

390 401 418

414 414内面 419



図版75

－ 259 －

出土遺物(16)
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出土遺物(17)
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出土遺物(18)
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出土遺物(20)
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出土遺物(23)
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出土遺物(24)

804 805

819

833

836 840

844 841

816

818814 817812

815



図版84

820

－ 268 －

出土遺物(25）
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出土遺物(26)
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出土遺物(27）
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１．調査区の基本層序

(１)地層観察の方法

第5次調査では、第３章のとおり粒度と堆積構造

に着目して堆積環境で分層する堆積学的な視点およ

び地層の堆積後の変化に着目した土壌学的な視点か

らの分層を行った（１）。

(２)基本層序の層相

Ⅰ層 旧河道ＮＲ401がほぼ埋没し、平坦な地形に

なる。Ⅰ-８層は、昭和30年代に行われた耕地整理

以降の表土であり、宇気比神社の敷地内に相当した

調査区北半を除き、調査開始以前まで水田として利

用されていた。Ⅰ-８層以下は圃場整備以前の耕作

土であり、上限はいつまでさかのぼるのか不明であ

るが、近世の溝および井戸が確認されている。

Ⅱ層 旧河道ＮＲ401が埋没していき、当該地点で

は自然堆積層と水田耕作土層が互層をなす。時期的

には中世前期以降に相当する。

Ⅲ層 Ⅳ層以下で、旧河道ＮＲ401に相当していた

地点に中洲ができ、畠として利用されるようになる。

その後背低地では水田畦畔が見られることから、水

田化される時期があることが分かる。耕地が広がる

点で画期となる。畠とその母層となる自然堆積層に

も中世前期の土器片が包含されていることから、中

世前期ごろに大幅な地形変化が生じたことになる。

Ⅳ層 Ⅳ-１・２層は土壌化層であり、旧河道際に

土堤と杭列を伴う。Ⅳ-３層は自然堆積層である。

いずれの層も、旧河道から南部に向かって細粒化す

る。時期的には、Ⅳ-２層下面で弥生時代後期の山

中Ⅱ式の土器を伴う遺構が確認されており、Ⅳ-２

層上面では古墳時代前期後半の島貫Ⅳ期の土器を伴

う遺構が確認されていることから、Ⅳ-２層の土壌

化は弥生時代後期には始まっており、古墳時代前期

後半まで続いたと考えられる。

Ⅳ-１層は不明な点が多い。しかし、古代の遺構

がⅣ-１層より下面でしか検出できていない点から

すると、土壌化は古代まで続いていたと考えられる。

Ⅴ層 Ⅴ-１層は土壌化層であり、Ⅴ-２層はその母

層である自然堆積層である。Ⅴ-１層上面で旧河道

際に土堤が確認されており、自然堤防上の微高地は

第５次調査区内でおさまる。

Ⅵ層 Ⅵ-１層は土壌化層であり、Ⅵ-２層は自然堆

積層である。Ⅵ-１層上面で旧河道際の土堤と水田

畦畔が確認されている。

２．遺構

５次調査では、５面に分けて平面調査を実施した。

また、重機を用いた下層確認調査を合わせて実施した。

検出遺構の概略に関しては、遺構一覧表（第63表）に

示した。以下は、遺構を検出した遺構面にしたがって

報告する。なお、弥生時代後期の山中Ⅱ式から古墳時

代前期の島貫Ⅳ期に相当する遺構が大半のため、煩雑

さを避けるために凡例の文献に基づき、簡略に記した。

（１）第５遺構面

第３遺構面の調査終了後に、重機を用いて後述の

第４遺構面まで掘削したが、調査区南端部では第４

遺構面が存在していなかった。このために、更に下

層のⅥ-１層上面で第５遺構面の確認を行った。

水田跡ＳＴ446（第112図）

位置 Ｆ27

遺構所見 Ⅵ-１層上面にて幅40㎝高さ３㎝の直線

状の高まりを確認した。上面が洪水層であるⅤ-２

層に覆われていた点から機能面で検出したことにな

る。Ⅵ-１層は暗褐色極細砂で有機物を含み、土壌

化していた。また、極細砂には～３㎝の粘質シルト

の擬礫がブロック状に混じっており、上面から５㎝

はよく締まっていた。擬礫が包含されている点から

は人為によって攪拌されている層位であることがわ

かる。また、上面は水平である。以上の点から、直

線状の高まりは水田畦畔と判断した。遺物を包含し

ていないために具体的な時期は不明である。

（２）第４遺構面（第113図・図版122）

第３遺構面の調査終了後に、重機を用いて土壌化

第６章 第５次調査の成果

第１節 基本層序と遺構
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第112図 ５次土層断面図(縦1：60、横1：300)、ＳＴ446平面図(1：50）
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層下面であるⅤ-２層直上まで掘削した。その後、

人力検出を行った。調査範囲は安全確保のために、

遺構面のある調査区南部の1/2程度とした。

その結果、柱穴を多く確認した。

（３）第３遺構面（第114図・図版114）

第２遺構面の調査終了後に更に下層の人力掘削を

実施し、Ⅳ-３層上面で人力検出を行った。調査範

囲は、湧水のためにＮＲ401南岸以南とした。

竪穴住居ＳＨ421（第115図・図版117）

位置 G25～H26

平面形 長方形

規模 4.9ｍ×3.7ｍ 深さ 0.2ｍ

重複関係 ＳＨ421→ＳＨ415

遺構所見 壁溝は認められない。床面の標高は2.0ｍ

である。主柱穴を４カ所確認した。柱穴の平面形は

円形で直径は0.2～0.3ｍ、深さは0.1ｍ。柱穴間の

距離は長辺が2.8ｍ、短辺が1.8ｍ。1378～1386の遺

物が出土した。高杯（1382）や置き砥石（1386）は

床面から出土している。出土土器は弥生時代後期の

山中Ⅱ式に相当。

竪穴住居ＳＨ443（第115図）

位置 Ｅ25～Ｆ26

平面形 円形

深さ 0.6ｍ

重複関係 ＳＨ443→ＳＨ415

遺構所見 住居の西側は調査区外へと続く。壁溝は

認められない。床面の標高は1.5ｍである。主柱穴

は確認されていない。埋土からは1375～1377の遺物

が出土した。出土土器は山中Ⅱ式に相当する。

竪穴住居ＳＨ415（第116・117図・図版115）

位置 F26～G27

平面形 方形

規模 一辺７ｍ 深さ 0.2ｍ

重複関係 ＳＨ443・ＳＺ442→ＳＨ415→ＳＫ418

遺構所見 住居の西側は調査区外へと続く。壁溝は

断面Ｕ字形で、検出面からの深さは0.25ｍ、床面か

らの深さは0.1ｍ。床面の標高は2.6ｍである。主柱

穴を２カ所確認した。柱穴の平面形は円形で直径は

0.3～0.5ｍ、深さは0.2ｍ、柱穴間の距離は3.9ｍ。

住居中央付近からは2カ所の炉跡が検出された。1つ

は住居の南北中央付近で検出した。直径0.5ｍの円第113図 第４遺構面平面図(1：200）
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第114図 第３遺構面平面図(1：200)
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第115図 ＳＨ421・443・416平面図・断面図(1：50)
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形で中央の直径0.2ｍは被熱しておらず、焼土がド

ーナツ状に分布する。焼土は赤褐色(2.5YR4/8)を呈

し硬化している。その南側に隣接して東西方向に長

さ30cｍ、幅８cｍ、高さ９cｍの長方形の炉石が据

え置かれていた。もう1つの炉跡はこの炉跡より北

東へ1.2ｍ離れた地点で検出した。直径0.2ｍの円形

で、色調はにぶい赤褐色(5YR4/4)を呈する。こちら

の焼土は範囲が狭く赤化も弱い。

さて、この竪穴住居では炭化した建築部材が出土

した。いわゆる焼失住居である。まず、壁溝にそっ

て直径３～４㎝の杭状の丸太材が垂直に打ち込まれ

ているのが認められる。丸太材の樹種はコナラ節ま

たはクリなどである。次に板材が壁溝に対して垂直

に並んでいる状況が認められる。残存長はそれぞれ

異なるが、壁溝の中心から板材の先端までの距離は

約1ｍでそろう。さらに竪穴住居北西隅では板材が

垂直に直立した状態で遺存している状況も確認され

た。以上の丸太材と板材を組み合わせて竪穴住居の

壁面を構築していたと考えられる。これ以外に幅

0.1ｍ、残存長1.4～1.9ｍの板材が住居の中心に近

い部分で検出されている。板材であることから柱材

ではなく屋根材を想定した方が良いのではないか。

なお、今回は柱材に該当する部材は検出し得なかっ

た。埋土からは1387～1399の遺物が出土しており、

このうち1396は床面直上で出土している。出土土器

は、古墳時代前期の島貫Ⅲ期古相に相当する。

竪穴住居ＳＨ419（第118図・図版116）

位置 F22～H23

平面形 長方形

規模 6.0ｍ×5.1ｍ 深さ 0.1ｍ

重複関係 ＳＨ426→ＳＨ419

遺構所見 壁溝は断面Ｕ字形で、検出面からの深さ

は0.1ｍ、床面からの深さは0.05ｍ。床面の標高は

2.2ｍである。主柱穴は４カ所確認されている。柱

穴の平面形は円形で直径は0.4ｍ、深さは0.2～0.4

ｍを測り、柱穴間の距離は長辺3.5ｍ、短辺2.3ｍで

ある。住居中央付近からは複数の炉跡が検出された。

いずれも直径0.2ｍ～0.4ｍの不整円形が基本であ

り、2カ所の炉跡が隣接しているものもある。焼土

は赤褐色（2.5YR4/6)ないしにぶい赤褐色（5YR4/4)

を呈し硬化している。埋土から1400～1406の遺物が

出土した。このうち1406はガラス質滓であり、科学

分析の結果、鉄材の鍛錬鍛冶の際に炉材粘土が溶融

して出来たガラス質滓の可能性が高いことが指摘さ

れた。ただし、これ以外に鉄鍛冶に関する遺物の出

土していないこと、ガラス滓が埋土から出土してい

ることなどを併せて考えると、当該竪穴住居で鉄材

の鍛錬鍛冶が行われていたと断定することはなお難

しい。出土土器は島貫Ⅲ期新相に相当する。

竪穴住居ＳＨ426（第119図・図版118）

位置 Ｅ22～Ｆ23

平面形 正方形

規模 4.5ｍ×4.3ｍ 深さ 0.3ｍ

重複関係 ＳＨ419→426

遺構所見 壁溝は認められない。床面の標高は1.9

ｍである。床面で複数の柱穴を検出したが、いずれが

主柱穴となるかは判然としない。遺物は1407と1408

が埋土から出土した。出土土器は島貫Ⅳ期に相当。

竪穴住居ＳＨ432（第119図・図版117）

位置 Ｅ20～Ｅ21

平面形 方形

規模 一辺4.4ｍ 深さ 0.1ｍ

遺構所見 住居の西側は調査区外へ続く。壁溝は認

められない。床面の標高は2.1ｍである。主柱穴と

考えられる柱穴は3カ所確認できた。柱穴の平面形

は円形で直径は0.3～0.4ｍ、深さは0.1～0.2ｍ、柱

穴間の距離は長辺が2.1ｍ、短辺が2.0ｍである。埋

土から1421～1426の遺物が出土した。このうち1422

は床面にて倒立した状態で検出された。古墳時代後

期の遺構であると考えられる。

竪穴住居ＳＨ416（第115図）

位置 E24～F24

平面形 方形

規模 一辺４ｍ 深さ 0.1ｍ

重複関係 ＳＨ416→ＳＨ426・ＳＨ428

遺構所見 住居の西側は調査区外へと続く。壁溝は

認められない。床面の標高は2.1ｍである。主柱穴

は２カ所確認されている。柱穴の平面形は円形で直

径は0.15～0.2ｍ、深さは0.1～0.15ｍ。柱穴間の距

離は1.7ｍ。埋土からは1416の砥石と1417の土器が

出土した。時期は古墳時代後期である。

竪穴住居ＳＨ417（第120図）
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第116図 ＳＨ415平面図・断面図(1：50)
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第117図 ＳＨ415炭化材出土状況図(1：50)
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第118図 ＳＨ419平面図・断面図(1：50)
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位置 G27～H27

平面形 不整方形

規模 一辺2.6ｍ 深さ 0.1ｍ

重複関係

遺構所見 住居の南側は調査区外へと続く。壁溝は

認められない。床面の標高は2.0ｍである。主柱穴

の特定は出来ない。埋土から遺物が出土しておらず、

時期の特定も困難である。

竪穴住居ＳＨ424（第120図）

位置 H27

平面形 方形

深さ 0.1ｍ

遺構所見 住居の南側・東側は調査区外へと続くた

め、規模は不明である。壁溝は認められない。床面

の標高は2.1ｍである。埋土から古墳時代後期の壺

と考えられる1418が出土した。

竪穴住居ＳＨ428（第120図）

位置 Ｅ24～Ｅ25

平面形 方形

深さ 0.1ｍ

重複関係 ＳＨ416→ＳＨ428

遺構所見 住居の北側でＳＨ416を切り、住居のほ

とんどは調査区外となる。壁溝は認められない。床

面の標高は2.2ｍである。主柱穴の特定は出来ない。

東側壁面に隣接してカマドを設置する。カマドの規

模は長さ0.9ｍ、幅0.6ｍ。目立った遺物は出土して

いないが、カマドを伴うことから考えると古墳時代

後期に属するであろう。

井戸SＥ430（第124図・図版120）

位置 Ｇ24

平面形 楕円形

規模 1.6ｍ×1.3ｍ 深さ 0.6ｍ

重複関係 ＳＺ431→SE430

遺構所見 底面が砂層に達しており、壁面はオーバ

ーハングして崩落していたことから、井戸と判断し

た。井戸底の標高は1.6ｍである。埋土から1427～

1434の遺物が出土した。遺物は細片ばかりであるが、

鋳型片（1433）や鞴羽口（1434）が含まれている。

出土土器は島貫Ⅲ期古相までに相当しており、遺構

が古墳時代後期に下ることはない。

土坑ＳＫ436（第121図）

位置 Ｆ19

平面形 楕円形

規模 1.4ｍ×1.2ｍ 深さ 0.5ｍ

遺構所見 土坑である。埋土から1442～1445の土器

が出土した。出土土器は島貫Ⅲ期新相に相当する。

土坑ＳＫ422（第121図）

位置 H26

平面形 楕円形

規模 1.8ｍ×1.3ｍ 深さ 0.2ｍ

重複関係 ＳＫ421→ＳＫ422

遺構所見 土坑である。埋土は3層に分かれる。埋

土から1439・1440が出土した。出土土器は細片であ

るが、島貫Ⅲ期新相に相当する。

土坑ＳＫ423（第121図）

位置 G25～H25

平面形 長方形

規模 2.3ｍ×1.5ｍ 深さ 0.1ｍ

遺構所見 土坑である。底面で複数の柱穴を検出し

た。埋土から1441が出土した。細片であるが布留系

高杯であり、島貫Ⅲ～Ⅳ期に相当する。

土坑ＳＫ418（第121図）

位置 Ｇ26

平面形 楕円形

規模 0.9ｍ×0.5ｍ 深さ 0.5ｍ

重複関係 ＳＨ415→ＳＫ418

遺構所見 平面楕円形の土坑である。埋土から須恵

器の杯身・杯蓋（1446～1449）が出土した。古墳時

代中期の遺構である。

土坑ＳＫ427（第121図）

位置 H26

平面形 不整円形

規模 1.5ｍ×1.2ｍ 深さ 0.2ｍ

遺構所見 土坑である。底面で柱穴を検出したこと

から柱穴の掘形である可能性もある。

土坑ＳＫ429（第121図）

位置 Ｅ23

平面形 方形

規模 一辺1.9ｍ 深さ 0.1ｍ

遺構所見 土坑である。竪穴住居とするには規模が

小さい。埋土は2層に分かれる。

墓ＳＸ445（第122図・図版120）
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第119図 ＳＨ426・432平面図・断面図(1：50)
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第120図 ＳＨ417・424・428平面図・断面図(1：50)
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第121図 ＳＫ422・425・423・418・427・429・436平面図・断面図(1：50)
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位置 Ｅ19～Ｆ19

平面形 楕円形

規模 1.8ｍ×0.9ｍ 深さ 0.5ｍ

遺構所見 主軸方向N52°Wである。土層の観察から

木棺の小口板・側板・上蓋板痕跡が認められた。棺

の底板は長さ2.6ｍ、幅0.7ｍ。棺の西外側の掘形内

で壺（1450）を検出した。古墳時代前期の土器と考

えられる。

墓ＳＸ433（第122図・図版120）

位置 Ｅ22～Ｆ22

平面形 隅丸方形

規模 1.3ｍ×0.8ｍ 深さ 0.6ｍ

遺構所見 主軸方向はほぼ東西である。木棺は完全

に腐食し木質は遺存しないが、土層の観察から木棺

痕跡が認められた。木棺は底板の上に小口板・側板

がのり、蓋板痕跡は認められない。棺の底板の長辺

は0.7ｍ、小口板の厚さを除いた棺内法は0.6ｍであ

る。東側の小口板は外方に向かって倒れており、小

口板痕跡の上部には流れるようにわずかに砂が混じ

っていた。その上から高杯（1453）・鉢（1454）・

甕（1455）がまとまって出土している。古墳時代中

期の遺構である。

墓ＳＸ435（第123図・図版118）

位置 Ｇ20

平面形 隅丸方形

規模 2.7ｍ×1.5ｍ 深さ 0.3ｍ

遺構所見 主軸方向はN46°Eである。木棺は完全に

腐食し木質は遺存しないが、土層の観察から木棺の

側板痕跡が認められた。棺内法は長さ1.7ｍ、幅0.6

ｍである。須恵器杯身（1452）が出土している。古

墳時代後期の遺構である。

墓ＳＸ437（第123図・図版119）

位置 Ｅ20

平面形 楕円形

規模 1.9ｍ×1.4ｍ 深さ 0.3ｍ

遺構所見 主軸方向はN62°Eである。木棺の痕跡は

認められなかったが、棺内と掘形は埋土の違いから

認識した。棺部は長さ1.4ｍ、幅0.9ｍを測る。掘形

から土師器壺口縁部（1451）が出土しており、古墳

時代後期に相当する。

墓ＳＸ438（第123図・図版119）

位置 Ｅ18

平面形 隅丸方形

規模 1.8ｍ×0.7ｍ 深さ 0.1ｍ

遺構所見 主軸方向はN33°Eである。木棺の痕跡は

認められなかった。遺物は出土していない。

墓ＳＸ439（第123図・図版119）

位置 Ｅ17～Ｆ17

平面形 隅丸方形

規模 3.0ｍ×1.0ｍ 深さ 0.2ｍ

遺構所見 主軸方向N26°Eである。土層の観察から

木棺痕跡が認められた。蓋板痕跡は認められない。

棺の底板は長さ2.6ｍ、幅0.7ｍ。棺内北側で石製品

（1456）を直立した状態で検出した。

ＳＺ431（第124図）

位置 Ｇ24～Ｈ24

平面形 L字形

規模 深さ 0.1ｍ

重複関係 ＳＺ431→SE430

遺構所見 L字形をした不整形の遺構である。底面

で多数の柱穴を検出した。竪穴住居の一部をわずか

に検出した可能性もある。1435が倒立した状態で出

土していることから、島貫Ⅱ期新相までに相当する。

ＳＺ441（第124図）

位置 Ｆ18

平面形 方形

規模 幅0.9ｍ 深さ 0.1ｍ

遺構所見 多数の柱穴に切られるために遺構の全体

像は明らかではないが、長方形の土坑ではないかと

推定される。多数検出している木棺墓と類似する。

ＳＺ442（第124図）

位置 Ｆ26

平面形 楕円形

規模 2.6ｍ×1.4ｍ 深さ 0.4ｍ

遺構所見 ＳＨ415の床面で検出した。埋土は2層に

分かれる。ＳＨ415に伴う土坑である可能性が高い。

土坑H25P9（第125図・図版121）

位置 H25

平面形 円形

規模 直径0.5ｍ 深さ 0.3ｍ

遺構所見 断面は逆台形を呈する。埋土から鳥形土

製品（1457）などが出土した。出土土器は、山中Ⅱ
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第122図 ＳＸ445・433平面図・断面図(1：20)
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第123図 ＳＸ438・437・435・439平面図・断面図(1：50)
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第124図 ＳＥ430、ＳＺ431・441・442平面図・断面図(1：50)



第125図 柱穴平面図・断面図(1：50)
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式に相当する。

柱穴F22P3（第125図・図版120）

位置 Ｆ22

平面形 隅丸方形

規模 1.1ｍ×1.0ｍ 深さ 0.1ｍ

遺構所見 埋土から石杵（1459）が出土した。

柱穴G19P1（第125図）

位置 G19

平面形 楕円形

規模 1.3ｍ×0.8ｍ 深さ 0.4ｍ

遺構所見 埋土から1465が出土した。出土土器は、

島貫Ⅱ～Ⅲ期に相当する。

柱穴F22P9（第125図）

位置 F22

平面形 方形

規模 一辺0.6ｍ 深さ 0.4ｍ

遺構所見 断面は逆台形を呈する。埋土から1462が

出土した。古墳時代中期に相当する。

柱穴G22P1（第125図）

位置 G22

平面形 円形

規模 直径0.9ｍ 深さ 0.4ｍ

遺構所見 埋土から1460が出土した。

柱穴G27P2（第125図）

位置 G27

平面形 円形

規模 直径0.4ｍ 深さ 0.2ｍ

遺構所見 埋土から1463が出土した。

柱穴E24P3（第125図）

位置 E24

平面形 方形

規模 深さ 0.1ｍ

遺構所見 埋土から1464が出土した。古墳時代中期

に相当する。

柱穴G27P1（第125図）

位置 G27

平面形 円形

規模 直径0.3ｍ 深さ 0.2ｍ

遺構所見 埋土から1467が出土した。

柱穴H26P4（第125図）
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第126図 第２-②遺構面平面図(1：200）
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第127図 第２-①遺構面平面図(1：200）
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第128図 ＳＨ414、ＳＷ407平面図・断面図(1：50)
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第129図 ＳＺ403・404、ＳＡ447平面図・断面図(1：100)
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位置 H26

平面形 隅丸方形

規模 一辺0.7ｍ 深さ 0.2ｍ

遺構所見 埋土から1466が出土した。

柱穴Ｆ26Ｐ1（第125図・図版121・123）

位置 Ｆ26

重複関係 ＳＨ415→Ｆ26Ｐ1

遺構所見 断面は逆三角形を呈する。埋土は5層に

分かれる。このうち1～4層と上部の包含層には焼土

と炭化した植物種実が混じっていた。種実同定の結

果、大半がササゲ属アズキ近似種の炭化種子であっ

た。埋土内から遺物は出土していないが、直上の包

含層内で須恵器の杯蓋（1564・1565）が出土してお

り、飛鳥時代に下る可能性が高く、種実を放射性炭

素年代測定した結果はこれと矛盾しない。

（４）第２遺構面（第126・127図・図版112）

第１遺構面の調査終了後に更に下層の人力掘削を

実施し、Ⅳ-１層およびⅣ-２層上面で人力検出を行

った。調査範囲は、湧水のためにＮＲ401南岸以南

とした。

（ⅰ）２-②面

Ⅳ-２層上面での検出分である。

土堤ＳＺ403（第129図）

位置 Ｅ16～Ｆ17

重複関係 ＳＺ403→ＳＺ404→ＳＺ410

遺構所見 幅1.8ｍ、検出長5.5ｍである。杭列ＳＡ

447を伴う。遺構の延長上である調査区東壁から古

墳時代前期後半の土器が出土している。

竪穴住居ＳＨ414（第128図・図版113）

位置 F18～Ｆ20

平面形 隅丸方形

規模 一辺4.8ｍ 深さ 0.3ｍ

遺構所見 住居の北東側は撹乱により削平されてい

る。床面の標高は2.1ｍである。主柱穴は2カ所が確

認された。柱穴の平面形は円形で直径は0.3ｍ、深

さは0.1ｍ、柱穴間の距離は2.1ｍである。住居中央

には長径0.5ｍ、短径0.4ｍの楕円形の範囲に炭がひ

ろがっており、その横に長さ0.35ｍの石が検出され

た。この部分は炉であると考えられる。竪穴住居の

埋土は大きく２層に分かれる。下層からはS字甕

（1410～1414）が出土しており、上層からは高杯第130図 第1遺構面平面図(1：500)
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第131図 ＳＺ410平面図・断面図(1：100)、馬歯出土状況図(1：5)
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第63表 ５次遺構一覧表
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（1419）と壺（1420）が出土している。出土土器は、

いずれも島貫Ⅳ期に相当する。

（ⅱ）２-①面

Ⅳ-１層上面での検出分である。

土堤ＳＺ404（第129図・図版111）

位置 Ｅ16～Ｆ17

重複関係 ＳＺ403→ＳＺ404→ＳＺ410

遺構所見 幅0.8ｍ、検出長4.5ｍである。出土遺物

がないために、具体的な時期は不明である。

（５）第1遺構面（第130図・図版111）

重機によって表土から掘削を行い、その後人力に

よる掘削を実施した。重機掘削は調査区北端部から

実施したが、調査対象時期の北半部はＮＲ401に相

当していることから、掘削深度が深く湧水を伴った。

このために調査区東部にトレンチを入れて旧河道

ＮＲ401の範囲を把握し、その後、再度ＮＲ401内の

重機掘削を実施した。この際、Ⅱ-８層に中世前期

の陶器椀が多数含まれていたことから、Ⅱ-8層を調

査対象の指標とした。Ⅲ-２層上面では畠を検出し

たが、水田畦畔を把握できたⅢ-３層は湧水のため

に平面検出を断念した。

畠ＳＷ407（第128図・図版111）

位置 Ｉ5

規模 3.5×5ｍ

遺構所見 Ⅲ-２層上面で畝と畝の間の溝を5条検出

した。洪水層であるⅢ-１層に覆われていたことか

ら、機能面で検出したことになる。Ⅲ-２層は粘性

およびしまりのある層位ではあったが、シルト質極

細砂であることから繊細で形態をとどめにくく、溝

は検出面では２㎝程度しか確認できなかった。擬礫

を確認できなかったために、撹拌を受けているかど

うかの判断はできなかったが、～５mmの炭化物が上

下層よりも多く包含されていた。栽培植物を把握す

るために耕作土のフローテーションを行った。種実

同定の結果、オオムギ・イネであった。

土堤ＳＺ410（第131図）

位置 Ｅ17～Ｇ17

重複関係 ＳＺ404→ＳＺ403→ＳＺ410

遺構所見 幅3ｍ、検出長10ｍである。遺構上面の

Ⅱ-８層から陶器椀（1614）と馬歯が出土した。馬

歯は北側に上顎、南側に下顎が方向を違えて検出さ

れたが、同一個体と考えられる。切歯と臼歯の位置

関係が原位置を保っており、顎骨に歯列が釘植した

状態で埋没し、骨部分だけが腐食して歯のエナメル

質だけが遺存したものと考えられる。上顎と下顎の

いずれにも犬歯が無いことからメスと考えられ、馬

齢は18歳～20歳と推定される（２）。時期的には、出

土した陶器椀が13世紀前半に相当する。

（伊藤文彦・小濵学・川崎志乃）

西肥留遺跡では弥生時代後期から古墳時代前期の

遺構・遺物ともに連続性が認められるために、遺構

単位で明確に時期区分をすることは困難である。こ

のために、当該期の土器については種別を記載しな

かった。しかし、個々の遺物については伊勢湾岸地

域ではＳ字甕の出現をもって古墳時代とする見解が

主流であることから、それに基づき観察表に弥生土

器あるいは土師器の種別を記載した。

また、基本的には古式土師器およびＳ字甕につい

ては雲出島貫遺跡の分類（３）を用いており、それ以

外については個別に示した。

以下、原則は出土状況にしたがって遺構および層

位単位で報告することとし、明瞭な遺構混入遺物に

ついては別途報告する。また、弥生時代中期後葉の

土器については遺構を未確認であるが、一定量の出

土をみたことからまとめて報告する。

弥生時代中期後葉の土器（1369～1374） 弥生時代

中期後葉の土器は、いずれも遺構混入および古墳時

代包含層出土の土器である。1369・1370は高杯、

1371～1374は甕である。

1369は皿状の杯部をもつ高杯であり、凹線文が施

文される。1370は、脚裾端部に立ち上がりを有する

高杯である。1371・1372・1374は、頸部の屈曲が緩

やかな甕である。1373・1374は口縁端部に刻目が施

されている。

竪穴住居ＳＨ443出土土器（1375～1377) 1375・

第２節 出土遺物
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1376は有稜高杯、1377は甕である。

有稜高杯（1375）の脚柱部には櫛描直線文が施され、

３方向の透孔が穿孔されている。1376の脚柱部には櫛

描直線文が配されている。1377は口縁端部外面に面を

もつく字状口縁甕であり、器壁は厚い。口縁部内外面

と体部外面は、細かいハケ調整で仕上げられている。

竪穴住居ＳＨ421出土遺物（1378～1386） 1378は

壺、1379～1381は甕、1382・1383は高杯、1384は片

麻岩製砥石、1386は花崗岩製砥石、1385は棒状を呈

する鉄製品である。

高杯（1383）は脚柱部から脚裾部にかけて屈曲す

る形状を呈する点で庄内式の高杯に類似するが、脚

柱部に櫛描直線文が施文され３方向にやや大きい透

孔が開けられている点では欠山式の高杯と共通する。

片麻岩製砥石（1384）はよくすり減っており、反

り返っている。1385は棒状を呈する鉄製品である。

断面は扁平な長方形で、一端が細くなっている。小

型のRである可能性も考えられるが、錆化のため明

確ではない。花崗岩製砥石（1386）は側面が擦面と

して使用されている。

竪穴住居ＳＨ415出土遺物（1387～1399） 1387～

1390は壺、1391～1394は高杯、1396～1398はＳ字甕、

1399は砥石である。

広口壺（1387～1389）はいずれも口縁部に施文が

施されており、1387は口縁端部外面に波状文、内面

に刺突文が施文されている。1388は内外面に羽状文

が施文されている。1389は外面に波状文が施文され

ている。1390は伊勢型二重口縁壺であり、口縁端部

外面に板状工具によって刺突文が施文されている。

1391・1392・1394は有稜高杯であり、杯部上半が肥

大化した段階のものである。脚部には３方向の透孔

が開けられている。1393は鋭利な稜をもち、横方向

のヘラミガキ調整で仕上げられている特徴から、北

陸系の高杯と考えられる。1395は脚裾部がやや内弯

し、脚付土器と考えられる。1396～1398はＳ字甕で

あり、口縁部の残存する1396・1397は口縁部に押し

引き刺突文の施文されたＡ類である。体部外面のハ

ケ調整の方向や頸部がハケ調整で仕上げられている

点から、前者がⅠ段階bに、後者がⅡ段階aに相当す

る。1987は小型甕である。脚台部である1398は器壁

が薄く、脚裾部の折り返しがない。1399は、肌理の

細かな泥質凝灰岩製の砥石であり、いずれの面も平

坦面が反り返っている。

竪穴住居ＳＨ419出土遺物（1400～1406） 1400～

1402は高杯、1403は壺、1404は器台、1405は甕、

1406は鉄滓である。

1400は有稜高杯であり、口縁部内面に面をもつ。

1403は中型壺であり、精製品である。

1404は口縁部が大きく開く北陸系器台である。胎

土は他の在地産と考えられる土器と共通する。1405

はタタキ甕の体部下半である。器壁は厚いが、叩き

目はやや細い。1406は滴状の鉄滓であり、重量は

0.42ｇである。

竪穴住居ＳＨ426出土遺物（1407～1409） 1407は

壺、1408は高杯、1409は凝灰質砂岩製砥石である。

1407は平底壺であり、粗雑なつくりで器壁も厚い。

外面にはハケメが残る。1408は布留系高杯であり、

脚裾部はしっかりと立ち上がる。脚柱部は面取りさ

れているが、内面には指押さえ痕が残る。

竪穴住居ＳＨ414-２層出土土器（1410～1414）

1410～1414はＳ字甕である。いずれも器壁が厚く、

1411には横ハケが残存するが、1410・1412・1414は

横ハケが欠落している。これらの点からＣ類後半の

Ⅲ段階bからＤ類前半のⅣ段階aに相当する。また、

脚裾部（1410・1412・1413）はいずれも折り返しが

ある。なお、1410には全周にわたって煤が付着する。

竪穴住居ＳＨ414出土遺物（1415) 1415は刀子の関

部付近の破片である。刃部の中程から切先にかけて

と、茎部の大半を欠損する。関はナデ関である。刃

部の破断部付近には何らかの物体が巻き付いている

が、なにが巻かれているのかは不明である。

竪穴住居ＳＨ416出土遺物（1416・1417） 1416は

泥質凝灰岩製砥石、1417は甕である。

砥石（1416）はしっかり使用されており、断面形

は反り返っている。1417はＳ字甕Ｅ類である。

竪穴住居ＳＨ424出土土器（1418） 1418は土師器

壺である。古墳時代後期の所産であろう。

竪穴住居ＳＨ414-１層出土土器（1419・1420）

1419は高杯、1420は壺である。

1419は布留系高杯であり、脚柱部は面取りされて

いる。1420は中型壺の直口壺であり、底部は平底で

ある。口縁部内面は粘土を折り返して肥厚させる。
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竪穴住居ＳＨ432出土遺物（1421～1426） 1421～

1424は高杯、1425は甕、1426は柳葉形鉄鏃である。

椀型高杯（1421～1424）はいずれも口縁部内面に

面をもつ。1422・1423の杯部外面にはヘラケズリ痕

が残る。脚柱部はいずれも明瞭な面取りがみられず、

脚内面にはシボリ目が残る。また、脚裾部も丸く収

められている。なお、1423・1424の杯部内面は荒れ

ている。1425はＳ字甕Ｅ類。柳葉形鉄鏃（1426）の

鏃身部はほぼ完存しているが、茎の端部を欠損して

いる。茎の断面形態はやや扁平な方形である。鏃身

部はややふくらをもっており、鎬は不明瞭である。

井戸ＳＥ430出土遺物（1427～1434） 1427・1428

は壺、1429～1432は甕、1433は鋳型、1434はフイゴ

羽口である。

1427は、口縁部外面と頸部突帯の上には板状工具

によって刺突文が刻まれており、口縁端部と頸部突

帯の上に竹管文が刻まれている。1428の外面には波

状文。1429は口縁部外面に面を持つ小型甕と考えら

れる。外面にはハケメが残る。1430は受口状口縁甕

であり、口縁部外面には刺突文が刻まれている。

1431は小型台付甕の脚部。1432はタタキ甕。叩き目

の前後関係から体部下半部片と判断した。1433は平

らな土師質の破片であり、胎土は粗く器壁は厚い。

内面はナデで仕上げられており、粗雑な造りで起伏

が残る。外面の調整技法は混和材の石が移動してい

る点から、ヘラケズリと考えられる。なお、一般的

に当該時期の伊勢平野では、土器製作の手法にヘラ

ケズリが用いられない特徴がある。以上の点から、

大型の土器片とは考えにくく鋳型外型の可能性があ

り、その形状からは武器形の鋳型外型の可能性が考

えられる（４）。1434は胎土に粗い砂粒を含む土師質

の破片である。外面には指押さえの痕跡が残る。ま

た内面には、長軸方向に擦れた痕跡が残る。また、

外面の一面が黒斑状になっている。以上の点から鞴

羽口片と考えられる（５）。なお、ガラス質の付着物

等は観察できない。

ＳＺ431出土土器（1435・1436） 1435は壺、1436

は台付甕である。

1435は、緩やかな頸部から大きくひろがり、口縁

部を折り返す。口縁部外面は、板状工具による刺突

文が施文されている。このような形状の壺は遠江か

ら駿河地域にかけて分布するが、東遠江から駿河地

域では口縁部外面が無文であることから今回出土し

た壺は折り返し口縁の幅がやや広いものの、西遠江

地方の系譜を引く壺と考えられる（６）。また、胎土

からは混和材の砂粒が中央構造線外帯側の岩石を含

んでいると考えられる点から、雲出川水系の土器と

も考えにくい。

ＳＺ442出土土器（1437・1438） 1437は器壁が薄

く、小さな鉢部から口縁部が大きく開く形状を呈す

る。内外面ともに細かいヘラミガキで仕上げられお

り、外面に櫛描直線文と貝殻による刺突文が配置さ

れている精製品である。脚付土器の可能性が高い。

1438は端部が細くなっている。断面は長方形であ

る。小片のため器種は不明であるが、形状から釘な

いしは刀子の茎などの可能性が考えられる。

土坑ＳＫ422出土土器（1439・1440） 1439は手焙

形土器、1440はＳ字甕である。

手焙形土器（1439）は、鉢部には突帯が巡り、そ

の上に刻目が刻まれている。Ｓ字甕（1440）は、Ｂ

類であり、頸部内面にハケメの残るⅡ段階ｂである。

土坑ＳＫ423出土土器（1441） 1441は布留系高杯

である。

土坑ＳＫ436出土土器（1442～1445） 1442～1445

は甕である。

1442はく字状口縁甕であり、口縁部が外反し端部

は丸く収められている。体部外面は横方向のヘラケ

ズリで仕上げられている。1443～1445はＳ字甕であ

り、いずれも器壁がやや厚くなりつつある段階の所

産である。1443・1444ともに頸部には沈線が残る。

また、1445は脚裾部に折り返しが見られる。これら

の点から、Ｄ類に相当すると考えられる。

土坑ＳＫ418出土土器（1446～1449） 1446・1447

は須恵器杯蓋、1448・1449は須恵器杯身である。

須恵器杯蓋（1446・1447）はいずれも立ち上がり

がしっかりしており、鋭利な稜が巡る。また口縁端

部には沈線が巡る。須恵器杯身（1448・1449）は口

縁端部に沈線を残し、体部のヘラケズリが3/4程度

に及ぶ点では丁寧なつくりであるが、受部は立ち上

がりが低くなっている。これらの点から陶邑田辺編

年ＴＫ47型式（７）に併行すると考えられる。なお、

1448の蓋受け部には粘土片が焼成時に付着している
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が、角がとれており摩耗している。

墓ＳＸ445出土土器（1450） 1450は大型の土師器

壺である。器壁は厚く頸部の屈曲は甘い。外面はハ

ケ調整で仕上げられている。内面は擬口縁以下にハ

ケ調整が明瞭である。

墓ＳＸ437出土土器（1451） 1451は土師器甕であ

り、口縁端部外面に面をもち跳ね上げる。

木棺墓ＳＸ435出土土器（1452） 1452は須恵器杯

身である。口縁端部は薄く、丸く収められている。

墓ＳＸ433出土土器（1453～1455） 1453・1454は

土師器鉢、1455はＳ字甕である。

鉢（1453・1454）は、口縁部内面に面をもつ。

1455はＳ字甕Ｅ類である。

墓ＳＸ439出土遺物（1456） 1456は閃緑岩製敲石

である。両面の中央部には敲打痕がみられ、窪んで

いる。

H25第３面P９出土遺物（1457・1458） 1457は土師

質鳥形土製品、1458は甕である。

鳥形土製品（1457）の底部は平底で、体部外面は

土器と同様の細かなハケ調整で仕上げられており、

頭部が口縁部となっている。体部上方の一カ所には

焼成後の穿孔が見られ、尾部の先端はわずかに欠損

している。欠損部断面の傷口は古い。類例が愛知県

朝日遺跡（８）で出土している。甕（1458）は器壁の

厚いく字状口縁甕であり、体部外面はハケ調整で仕

上げられている。頸部には幅の広い横ナデが施され

ている点が特徴的である。

F22第３面Ｐ３出土遺物（1459） 砂岩製石杵であ

る。両端部には平坦面が整形されており、擦痕や敲

打痕が残り、水銀朱（９）がしっかりと付着している。

特に、水銀朱の付着する端部には部分的にやや粗く

削られている部分の見られることから、二次的な整

形の施されている可能性がある。朱専用とされる石

杵である棒状石杵Ｃ類（１０） に相当すると考えられ

る。

G22第３面Ｐ１出土遺物（1460） 1460は肌理の細

かい緑泥片岩製の砥石である。側面にも擦痕が残る。

F22第３面Ｐ４出土土器（1461） 1461は体部外面

に刺突文が施文された土師器甕である。古墳時代前

期の所産であろうか。

F22第３面Ｐ９出土土器（1462） 軟質の韓式系土

器把手付鉢である。体部外面はヘラケズリで、内面

は板状工具によるナデで仕上げられており、口縁端

部内面に、強い沈線の巡る点が特徴的である。また、

把手の剥離した痕跡が残る。

G27第３面Ｐ２出土土器（1463） 1463は小型の台

付甕脚台部である。

E24第３面Ｐ３出土土器（1464） 1464は土師器の

把手である。

G19第３面Ｐ１出土土器（1465） 1465は中型の精

製壺であり、器壁は非常に薄く外面は縦方向のヘラ

ミガキで仕上げられている。底部内面には粗い砂粒

が付着している。従来から雲出川流域の遺跡ではＳ

字甕や広口壺・直口壺・伊勢型二重口縁壺などにお

いて確認されていた底部充填の手法である（１１）が、

今回新たに中型壺にも確認された。

H26第３面Ｐ４出土土器（1466） 1466は須恵器杯

身であり、立ち上がり部が短い。陶邑編年ＴＫ209

型式（１２）に併行すると考えられる。

G27第３面Ｐ１出土土器（1467） 1467は土師器皿

である。幅の広い横ナデが施されており、底部付近

には指押さえ痕が残る。斎宮編年第Ⅱ期第４段階（13）

に相当する。

第３面検出出土遺物（1468～1491） 1468～1474は

壺、1475～1481は甕、1482は小型壺、1483は高杯、

1484は土師器壺、1485・1486は須恵器杯蓋、1487は

土師質土玉、1488は定角式鉄鏃、1489は板状の鉄製

品、1490・1491は花崗岩質砥石である。

壺（1468）は、口縁部内外面に板状工具による羽

状文が施文されている。1469は櫛描直線文と板状工

具による刺突文が交互に施文されており、最下段に

は刺突文が一部にのみ施文されている。1470は体部

上半に文様帯をもつ。櫛描直線文・波状文・刺突文

が施文された最下段には、複合鋸歯文が施文されて

いる。複合鋸歯文は、先端が細く鋭利な工具によっ

て１本ずつ施文されており、刀子などの金属器によ

ると考えられる。施文順序は、横方向の２本の区画

線を左方向に施文→その間の斜め方向の区画は左下

がり、左上がり方向に施文→区画内を区画線と同様

の左下がり、左上がり方向に施文する順序である。

1471は中型の精製壺である。櫛描直線文が巡る。

1472も中型壺である。擬口縁付近が最大径となるこ
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とから、いわゆる瓢壺（島貫編年での中形壺Ｃ）と

推定される。1473は短い口縁部がつく短頸壺である。

平底で体部の器壁も厚い。体部外面は粗いハケ調整

で仕上げられている。1474は、粗く軽石を含んだ特

徴的な胎土や内面の粗いハケ調整から、駿河系の壺

と考えられる（１４）。1475の内面はヘラケズリで仕上

げられており、外面はやや細い左下がりのタタキ調

整後、ハケ調整で仕上げられている。頸部に接合痕

があり、剥離面にタタキ痕が残る。1476は布留形甕

の口縁部であり、端部が跳ね上げられている。1477

の体部外面はハケ調整で仕上げられており、口縁部

は直線的にのび、丸く収められている。内面は、頸

部までヘラケズリが及ぶ。1478～1481はＳ字甕であ

り、1478はＣ類、1479・1481はＤ類、1480はＥ類で

ある。1482は小型丸底壺である。1483は布留系高杯

であり、ナデ調整で成形されている。脚柱部にはハ

ケメが残る。脚裾部は外面に面をもつが、立ち上が

りはみられない。1484は丸底の中形壺である。器壁

は厚く、体部外面は横方向のヘラミガキで仕上げら

れている。須恵器杯蓋（1485）は、立ち上がりがし

っかりしており、外面のヘラケズリは4/5程度に及

ぶ。1486は杯G（15）であり、口縁端部と返りの長さが

同様である。1488は定角式鉄鏃であり、関部から茎

部にかけてを欠損している。鏃身部の断面形は扁平

な長方形である。刃部の断面形態は錆化により不明

瞭であるが、おそらく片面にのみ鎬をもつものと思

われる。1489は板状の鉄製品である。ごく小片であ

り、器種を想定することは難しい。刃部を持つ様子

は認めがたい。花崗岩質砥石（1490・1491）はいず

れも被熱を受けており、劣化が著しい。また、擦面

は大きく窪んでいる。

古墳時代包含層出土遺物（1492～1578） 1492～

1498・1506は高杯、1501～1504は器台、1505は小型

器台、1499・1500・1507・1508は脚台、1509～1527

は壺、1528は手焙形土器、1529・1530・1532～1557

は甕、1531は鉢、1558は土師質土製品、1559は土師

器椀、1560は高杯、1561は土師質の把手、1562・

1563は須恵器杯身、1564・1565は須恵器杯蓋、1566

は土師質土製品、1567は土師質土製品、1568は土師

質土玉、1569は鹿角製固定銛頭、1570は鉄鎌、1571

は凝灰岩製石包丁、1572は結晶片岩製砥石、1573は

凝灰岩製砥石、1574は土師質土製品、1575は凝灰岩

質砂岩製砥石、1576は花崗岩製砥石、1577は軽石製

砥石、1578は閃緑岩製敲石である。

1569は鹿角製（１６）固定銛頭であり、灰白色を呈し

翼状の逆刺を有する。先端部および基部は欠損して

おり、残存長は3.4㎝、幅1.0㎝である。扁平な断面

形の１面には、髄の部分が残存していることから鹿

角の半裁材が加工されていることが分かる。また表

面には、細かい削り出し痕が残る。1570は板状の鉄

製品である。破損しており、元の形状は不明である。

下辺は直線的であり、やや刃部状に薄くなっている

ため、鎌かとも思われる。1571は凝灰岩製石包丁で

ある。

第３面遺構混入出土遺物（1579～1588） 1579・

1580は高杯、1581～1586は壺、1587は韓式系土器甕、

1588はＳ字甕である。

1587は韓式系土器の甕である。外面は瓦質状で黒

色を呈し、内面は橙色を呈する。外面は平行方向の

タタキ調整で仕上げられている。

G22第２-２面Ｐ１出土遺物（1589） 1589は土師質

の土錘である。

第２-２面出土遺物（1590～1603） 1590・1594は

壺、1591～1593は高杯、1595は手焙形土器、1596～

1598は甕、1599は鉄鎌、1600は鉄釘、1601は土師質

フイゴ羽口、1602は凝灰岩製砥石、1603は花崗岩製

砥石である。

1590は伊勢型二重口縁壺であり、口縁端部と１次

口縁外面には面をもち、板状工具による刺突文が刻

まれている。1591は有稜高杯であり、脚裾は緩やか

に外反する。1592・1593は布留系高杯であり、脚柱

部から脚裾部にかけて屈曲する。脚柱部外面にはハ

ケメが残り、内面にはシボリメが残る。1592には２

方向の小さな透孔が穿孔されている。また、脚柱部

内面はヘラケズリで仕上げられている。小型壺

（1594）は平底の底部が突出する。1595はＳ字系手

焙形土器であり、鉢部の口縁部内面から覆部が付加

されている。口縁部外面には押し引き刺突文が施文

されており、体部外面には左上がり方向のハケ後横

方向のハケ調整がなされており、これらの特徴はＳ

字甕Ａ類（Ⅰ段階ｂ）と共通する。1596・1597はＳ

字甕Ｃ類（Ⅲ段階ａ）に相当する。1598は凹み底の
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く字状口縁甕である。底部が極端に厚い点や、胎土

が粗い点が異質であるが、底部を内面に粗砂を含む

粘土を付加して整形している点は、Ｓ字甕などにみ

られる砂粒充填の手法（１７）に共通する。体部外面に

はヘラケズリの痕跡が残る。また、底部付近の外面

には板状工具のあたり痕が残る。1599は鎌の破片で

あると思われる。背部の形状は明確に確認でき、湾

曲していることが分かるが、刃部は遺存状況が悪く、

明確には形態を把握できない。背部が湾曲すること

から、曲刃鎌であると思われる。古代以降のもので

あろう。1600は近世の頭巻釘である。ほぼ完形であ

ると思われる。断面は方形を呈する。一端を敲き延

ばした後に折り曲げて釘頭を作っているものと考え

られる。フイゴ羽口（1601）の内面には、発泡した

ガラス質の付着物がみられる。１面のみが平坦で、

何らかのあたっていた痕跡が残る。凝灰岩製砥石

（1602）・花崗岩製砥石（1603）はいずれも肌理が

細かくよく使い込まれており、擦面が反り返る。

Ⅳ-３層出土土器（1604～1606） 1604・1605は高

杯、1606は壺である。

1604は透孔のない脚部である。器壁が薄く、ナデ

仕上げである点では高杯や小型器台等の供膳具類に

相当すると考えられ、脚裾部に立ち上がりが見られ

る点は布留系高杯の特徴と共通する。この点から高

杯と判断した。1605は布留系高杯であり、脚柱部か

ら脚裾部にかけて屈曲する。1606は口縁部の短いく

字状口縁甕である。平底で、体部内面は板ナデ、外

面は板ナデ状のヘラケズリで仕上げられている。体

部内面下半部には粒状の剥離痕がみられ、体部外面

の最大径付近には全周にわたって煤が付着する。

Ⅳ-２層出土土器（1607・1608） 1607は中型壺で

あり、体部内面はヘラケズリで仕上げられている。

1608はく字状口縁をもつ丸底甕である。体部内面

はヘラケズリで仕上げられるが、器壁は厚い。ヘラ

ケズリは底部付近には及んでおらず、指頭圧痕が明

瞭に残る。また、頸部付近にも及んでおらず、指押

さえ痕が残る。体部外面は弱い板ナデ後ナデ消され

ており、頸部付近は弱い横ナデで仕上げられる。口

縁部の形態や細部の調整は異なるものの原則的に布

留形甕の製作技法に共通する点から、広義の布留系

甕といえる。

第２面検出出土遺物（1609） 1609は外面に擬凹線

が巡る。内面をヘラケズリされている点が不自然で

あるが、きれいに仕上げられていることから、壺の

口縁部と判断した。

旧河道ＮＲ401下層砂出土土器（1610） 1610は志

摩式製塩土器である。

旧河道ＮＲ401下層シルト出土土器（1611） 1611

は灰釉陶器椀である。

旧河道ＮＲ401出土土器（1612・1613） 1612は陶

器椀、1613は瓦質焙烙である。

瓦質焙烙（1613）は、19世紀中葉から明治初めの

所産である（18）。

ＳＺ410出土土器（1614） 1614は陶器椀であり、

藤澤編年６型式（19）に相当する。

ＳＺ413出土土器（1615） 1615は陶器椀であり、

藤澤編年６型式（20）に相当する。

畠ＳＷ407下層出土遺物（1616・1617） 1616は陶

器椀、1617は土師質土錘である。

旧河道ＮＲ402出土遺物（1618～1620） 1618は南

伊勢系の土師器皿、1619は陶器小椀、1620は凝灰岩

製砥石である。

凝灰岩製砥石（1620）は断面形が長方形を呈する。

第１面検出出土遺物（1621～1637） 1621～1623は

壺、1624は高杯、1625は器台、1626は台付鉢、

1627・1628は甕、1629は鉢、1630は灰釉陶器椀、

1631は陶器小皿、1632は緑色片岩製打製石斧、1633

は土師器南伊勢系鍋、1634は土師質土錘、1635・

1636は鉄製品、1637は鉄滓である。

1624は布留系高杯であり、明瞭な稜をもつ。1625

は受部が垂下する北陸系装飾器台であり、透孔が穿

孔されている。外面にはベンガラが塗布されている。

小型鉢（1629）は内外面ともに放射状のヘラミガキ

で仕上げられた精製品である。底部は凹み底である。

陶器小皿（1631）の底部には、墨書が記されている。

1632は左右対称でない点や先端部まで比較的厚い点

では違和感があるが、先端部が細かく加工されてい

る点から、打製石斧と考えられる。1635は細い棒状

の鉄製品である。一端を欠損している。断面は隅丸

方形を呈しており、中世から近世にかけての釘であ

る可能性が高い。1636は細い棒状の鉄製品である。

断面は方形を呈する。中世から近世にかけての釘で
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ある可能性が高い。

第１面遺構混入出土遺物（1638） 1638は鉄滓であ

る。3.0ｇの出土。

排水溝出土遺物（1639～1648） 1639・1640は壺、

1641は有段鉢、1642・1643は甕、1644は高杯、1645

は須恵器杯蓋、1646は土師器南伊勢系小皿、1647は

土師質土製品、1648は凝灰岩製砥石である。

1639は口縁部内外面に羽状文が、1640は口縁部外

面に羽状文が施文されている広口壺である。1641は

精製の有段鉢であり、外面がヘラケズリで整形され

ており、横方向の細かいヘラミガキ調整を基調に仕

上げられている。また、内面には放射状のヘラミガ

キが見られる。近畿地方からの搬入品と考えられる。

1643は体部内面がヘラケズリで仕上げられる甕であ

り、口縁端部には２条の沈線が巡らされている。瀬

戸内系の甕と考えられる。

表土出土遺物（1649～1661） 1649は手焙形土器、

1650は甕、1651は土師質竃、1652は土師器京都系小

皿、1653は土師器中北勢系小皿、1654は陶器小皿、

1655は陶器椀、1656は陶器三筋壺、1657は椀形滓、

1658は土師質土製品、1659は土師質土玉、1660は土

師質土錘、1661は凝灰岩質砂岩製砥石である。

1649は鉢部の口縁部形態がＳ字甕と共通するＳ字

系手焙形土器（21）である。覆部は鍔部に面が形成さ

れており、耳部が付着する。覆部は、Ｓ字状口縁を

もつ鉢部を覆うように粘土が付加されて製作されて

おり、外面はハケ調整で、内面はナデ調整で仕上げ

られている。鉢部の口縁部外面には押し引き刺突文

が刻まれている。また、鉢部の接合部際にも同様に

押し引き刺突文が刻まれている。また、耳部には板

状工具による刻目が刻まれている。1651は移動式竃

の鍔部と考えられる。

1654・1655の底部には墨書が記されている。1656

は常滑産三筋壺であり、中野編年の６型式に相当す

る（22）。椀形滓（1657）は、層状に滓が重なってい

る。1658の外面はハケ調整が見られる。内面には剥

離痕跡が見られる。土師質土製品である。

西壁出土遺物（1662） 1662は銭貨寛永通宝である。

カクラン出土遺物（1663～1665） 1663は土師質土

錘である。1664は細い棒状の鉄製品である。両端は

欠損している可能性が高い。中世から近世の釘の破

片と思われる。1665は板状の鉄片である。２つの鉄

片が銹着しているものと思われる。実物やレントゲ

ン写真から確認できる亀裂の状況などからみて、鋳

造鉄製品の破片であると考えられる。鉄製の釜など

の破片である可能性がある。

（石井智大・川崎志乃）

（註）

（１）池島・福万寺遺跡で実施されている地層観察方法を

参照した。外山秀一「池島・福万寺遺跡の立地と環

境Ⅰ-遺跡の立地と環境の復原-」（『池島・福万寺遺

跡発掘調査概要ⅩⅠ』（財）大阪文化財センタ－

1995年）

（２）松井章氏・丸山真史氏のご教示による。

（３）川崎志乃「古墳時代前期の雲出島貫遺跡」（『嶋抜Ⅲ』

三重県埋蔵文化財センター2001年）

伊藤裕偉「雲出島貫遺跡における古墳時代中後期の

土師器」（『嶋抜Ⅲ』三重県埋蔵文化財センター2001

年）

（４）藤田三郎氏より様々な可能性のご教示を得た。

（５）前掲（４）

（６）鈴木敏則氏のご教示による。

（７）田辺昭三『須恵器大成』（角川書店　1981年）

（８）愛知県教育委員会『朝日遺跡Ⅱ』（1982年）

（９）堀木真美子氏の分析による。

（10）本田光子「石杵考」（『古代』90早稲田大学考古学会

1990年）

（11）川崎志乃「伊勢型二重口縁壺の基礎的研究」（『Mie

history』vol.13 三重歴史文化研究会　2002年）

（12）前掲（７）

（13）斎宮歴史博物館「斎宮跡の土器編年」（『斎宮跡発掘

調査報告』Ⅰ　2001年）

（14）鈴木敏則氏のご教示による。

（15）古代の土器研究会編『古代の土器１　都城の土器集

成』（1992年）

（16）松井章・丸山真史氏のご教示による。

（17）前掲（11）

（18）本堂弘之「津市周辺出土の瓦質焙烙」（『研究紀要』

第８号　三重県埋蔵文化財センター　1999年）

（19）藤澤良祐「瀬戸地方の北部系山茶碗窯」（『尾呂』瀬

戸市教育委員会　1990年）

（20）前掲（19）

（21）川崎志乃「Ｓ字系手焙形土器の行方」（『古代学研究』

175号　2006年）

（22）中野晴久「常滑・渥美窯」（『陶磁器から見る静岡県

の中世社会』菊川シンポジウム実行委員会　2005年）



－ 320 －

第132図　出土遺物実測図(37)(1385は1：2、1386は1：8、その他1：4)
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第133図　出土遺物実測図(38)(1406・1415・1426は1：2、その他１：4)
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第134図　出土遺物実測図(39)(1434・1438は1：2、その他1：4)
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第135図 出土遺物実測図(40)(1：4)
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第136図 出土遺物実測図(41)(1488・1489は1：2、その他1：4)
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第137図 出土遺物実測図(42)(1：4)
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第138図 出土遺物実測図(43)(1569・1570は1：2、その他1：4)
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第139図 出土遺物実測図(44)(1599・1600は1：2、その他1：4)
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第140図 出土遺物実測図(45)(1635～1638は1：2、その他1：4)
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第141図 出土遺物実測図(46)(1657・1662・1664・1665は1：2、その他1：4)



－ 330 －

第64表 ５次調査出土遺物観察表(1)
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第65表 ５次調査出土遺物観察表(2)
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第66表 ５次調査出土遺物観察表(3)
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第67表 ５次調査出土遺物観察表(4)



－ 334 －

第68表 ５次調査出土遺物観察表(5)
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分析の主な目的は、土地利用状況および遺構機能

の復原（目的a）と植物質資源の利用状況（目的b）

および年代測定（目的c）を記録することである。

目的a 土地利用状況および遺構機能の復原

掘立柱建物柱穴E26P1周辺出土炭化物と畠ＳＷ407

種実同定を実施した。炭化物は掘立柱建物柱穴E26P1

とその周囲から出土した。掘立柱建物柱穴E26P1は古

代の掘立柱建物の柱穴であり、出土した炭化物が掘

立柱建物の機能と関連する可能性が考えられること

から、種実同定を実施した。試料は40×40×10㎝の土

を定量分析用に切り取り、周囲の土を定性分析用と

して1mmのフルイでフローテーションした。

畠ＳＷ407は中世前期の畠跡である。炭化物は畠

の耕作土中から出土しており、出土した炭化物は畠

で作られた作物の可能性がある。したがって、今回

は種実同定を実施し、作物の栽培状況および環境を

復原する。耕作土の比較試料として上下層の堆積物

を1mmのフルイでフローテーションしたが、耕作土

中からしか炭化物は出土していない。なお、当初は

定量分析を検討していたが、耕作土の粒径が粗かっ

たことなどから定性分析に変更した。試料はフロー

テーションの後、同定までの間は水漬け保存してい

た。

目的b 植物質資源の利用状況

竪穴住居ＳＨ415は古墳時代初頭の焼失住居であ

る。良好な状態で炭化材が確認されたことから、樹

種同定を実施した。

目的c 年代測定

古代の掘立柱建物の柱穴E26P1は、古墳時代初頭

の竪穴住居と重複して確認されていることから、周

辺から出土した炭化物のＣ14年代測定を実施し、試

料の有効性を検証する。 (川崎志乃)

第３節 自然科学分析

１ 自然科学分析の目的

第69表 ５次調査出土金属器観察表

第70表 ５次調査自然科学分析一覧表
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２ 赤色顔料の分析
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1．はじめに

西肥留遺跡（第5次調査）は、三重県松阪市肥留

町地内の雲出川右岸に位置する。調査では、古墳時

代初頭の焼失竪穴住居跡や掘立柱建物あるいは畠跡

が検出された。

ここでは、古墳時代初頭の焼失竪穴住居跡から検

出された炭化材について樹種同定を行った。

2．試料と方法

樹種を検討した炭化材は、焼失竪穴住居跡（SH415）

から取り上げられた炭化材26点である（第71表）。

試料は、３方向(横断面・接線断面・放射断面)の

断面を直径１cmの真鍮製試料台に両面テ－プで固定

し金蒸着した。観察および同定は、走査電子顕微鏡

（日本電子㈱製 JSM-5900LV型）を使用した。なお、

全体的に保存状態が悪く、同定できない炭化材が多

かった。

３．結果および考察

検討した結果、全体的に保存状態が悪かった。検

出された樹種は、針葉樹のスギ、ヒノキ属、広葉樹

のコナラ属コナラ亜属コナラ節（以下、コナラ節）、

コナラ節またはクリ、クロモジ属、ヒサカキ属であ

り、その他同定できなかった針葉樹、環孔材、散孔

材、広葉樹であった（第71表）。

この住居跡の炭化材の出土平面図では、№1～3と

№8、№23、№24の炭化材は、住居跡壁際に分布す

る小型の炭化材であるが、スギやヒノキ属あるいは

針葉樹、ヒサカキ属であった。

一方、その他の建築材と思われる大型の炭化材は、

スギやヒノキ属などの針葉樹のほか、コナラ節、コ

ナラ節またはクリ、クロモジ属などの広葉樹である。

このうち、コナラ節あるいはコナラ節またはクリの

出現率が高いことから、これらの樹種が主要部材の

樹種と思われる。

以下に、検出された樹種の材組織の特徴について

述べる。

（1）スギ Cryptomeria japonica D.Don スギ科

図版103 1a-1c(№2)

仮道管、放射柔細胞、樹脂細胞からなる針葉樹材

である。晩材部の幅は広い。分野壁孔は大きく開い

たスギ型で1分野に1-2個ある。なお、№5は、横断

面の組織が不明瞭であったため、スギ？とした。

スギは、本州以南の暖帯から温帯下部の湿気のあ

る谷間に生育する常緑高木である。木材は、やや軽

軟で加工は容易である。

（2）ヒノキ属 Chamaecyparis ヒノキ科 図版103

2a-2c（№9）

仮道管、放射柔細胞、樹脂細胞からなる針葉樹材

である。晩材の幅は少ない。分野壁孔はやや小さく

ヒノキ型で1分野2-3個ある。

ヒノキ属の樹木は、本州の福島県以南・四国・九

州の山中のやや乾燥した尾根などに生育するヒノ

キ、東北南部から中部地方の沢沿いの岩上に生育す

るサワラがある。木材は、いずれも耐朽性、切削性、

割裂性に優れている。

（3）コナラ属コナラ亜属コナラ節 Quercus sub-

gen. Quercus sect. Prinus ブナ科 図版103

3a-3c（№7）、4a-4c.コナラ節またはクリ（№25）、

図版104 7a（№10）、8a（№11）、9a（№12）、10a

（№13）、11a（№15）、12a（№16）、13a（№20）、

14a（№22）

年輪の始めに大型の管孔が配列し除々に径を減

じ、晩材部では薄壁・角形で小型の管孔が火炎状・

放射方向に配列する環孔材である。道管の穿孔は単

一である。放射組織は単列および集合放射組織から

構成される。なお、保存状態が悪く、横断面および

接線断面いずれにおいても集合放射組織が確認でき

ない試料は、コナラ節またはクリとした。

コナラ節の樹木は、暖帯から温帯に生育する落葉

高木でカシワ、ミズナラ、コナラ、ナラガシワがあ

る。代表的なコナラ節であるコナラの木材は、加工

がややしにくく乾燥すると割れや狂いが出やすい。

（4）クロモジ属 Lindera クスノキ科 図版

103 5a-5c（№23）

小型の管孔が単独または2～3個が放射方向に複合

３ 西肥留遺跡竪穴住居出土炭化材の樹種同定

藤根 久（パレオ・ラボ）
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して散在する散孔材である。道管の穿孔は単一、内

腔に細かならせん肥厚がある。放射組織は、異性

１-2細胞幅、端部は直立細胞である。

クロモジ属の樹木には、主に落葉低木のシロモジ、

クロモジ、アブラチャンなどがあり、本州、四国、

九州に分布する。

（5）ヒサカキ属 Eurya ツバキ科 図版103 6a、

図版104 6b･6c（№8）

小型の丸い管孔がほぼ単独で密に分布する散孔材

である。道管の穿孔は50段程度の階段穿孔である。

道管の内壁には、らせん肥厚が明瞭に見られる。放

射組織は異性で1-2細胞幅、4-22細胞高である。

ヒサカキ属は常緑小高木で、本州、四国、九州、

沖縄に分布し照葉樹林に普通にみられるヒサカキの

ほか、千葉県と愛知県以南の暖帯から亜熱帯に分布

するハマヒサカキ（E. emarginata）やその変種が

ある。木材は主に薪炭材として利用され、そのほか

に小器具材として利用される。

（6）針葉樹 図版104 15a（№3）,16a（№5）

仮道管が主な構成要素でるが、保存状態が悪く木

材形態が観察できなかったため針葉樹とした。

（7）環孔材 図版104 17a（№18）

やや大型の管孔が認められ、放射組織は同性単列

である。保存状態が悪く、これ以外の木材組織は明

瞭でなかった。

（8）散孔材 図版104 18a-18c（№14）

小型の管孔がほぼ単独で散在する散孔材である。

放射組織は、異性1-2細胞幅、8細胞高と低いと思わ

れる。道管の穿孔は不明である。

第71表 焼失竪穴住居跡（ＳＨ415）出土炭化材の樹種同定結果
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１．はじめに

三重県松阪市肥留町に位置する、西肥留遺跡第5

次調査で検出された掘立柱建物柱穴（E26P1）およ

びその周囲から出土した炭化物と、畠（SW407）の

耕作土に含まれていた炭化種実の同定を行った。

掘立柱建物柱穴（E26P1）は古代の掘立柱建物の

柱穴であるが、古墳時代初頭の竪穴住居と重複して

確認されていることから、種実同定とともに放射性

炭素年代測定が実施された。ここからは一括性が高

い穀物が大量に出土したことから、その利用状況を

復元する目的で行われた。

畠（SW407）は中世前期の畠跡である。炭化物は

畠の畝と畝間から出土した。特に畝は畠の耕作土で

あることから、出土した炭化物は畠で作られた作物

の可能性が考えられている。そのため、作物の栽培

状況および環境を復元する目的で行われた。

なお、同定にあたっては千葉大学大学院園芸学研

究科百原新氏にご教示いただいた。

２．試料と方法

試料は掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出土

炭化物と、畠（SW407）の耕作土出土炭化物である。

掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出土炭化物

は、定量分析用の土壌（40×40×10cm）と、定性分

析用の土壌（採取量不明）の2種類について、1.0mm

メッシュの篩を用いてフローテーションがなされ、

回収された炭化物が水漬け保存されていた。

畠（SW407）の耕作土出土炭化物は耕作土と、比

較試料として畝間および上下層の土壌を1.0mmメッ

シュの篩を用いてフローテーションがなされた。回

収された炭化物は水漬け保存されていた。なお、洗

浄と回収された炭化物の保管までの作業は三重県埋

蔵文化財センターによって行われた。

掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出土炭化物

には炭化材や小礫などが含まれていたため、最初に

肉眼および実体顕微鏡下で種実の抽出を行った。そ

の後、同定を実体顕微鏡下で行った。アズキ近似種

炭化種子は多量に出土したため、完形（へそあり・

なし）、1/2、1/2未満に分けて、完形と1/2について

は計数した。1/2未満の破片は多量のため計数は困

難で、かつ砕片に分割した破片を計数したとしても、

本来の個体数を求めることは不可能であるため、乾

燥後、2.0mmと1.0mmメッシュの篩で再度篩い分けを

行い、篩のメッシュの大きさで分類して重量を計量

した。完形個体および1/2の大きさから個体数を求

めて重量を計量し、この個体数が判明している重量

から破片試料の復元個体数を求めた。同定された種

実は、分類群ごとにチャック付きビニール袋に乾燥

保存した。掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出

土炭化物の定量および定性分析用の試料について

は、炭化種実だけでなく、分類した炭化材片、礫な

どの無機物すべてを保存した。畠（SW407）耕作土

出土試料については、炭化種実と炭化材を保存した。

これらの試料は三重県埋蔵文化財センターに保管さ

れている。

３．出土した炭化種実

3-1掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出土炭化物

掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出土炭化物

から得られた炭化種実は、モモ核の木本植物1分類

群と、アサ核、ササゲ属アズキ近似種種子、イネ胚

乳、タデ科果実、アワ胚乳、キビ近似種胚乳の草本

植物6分類群の計7分類群が同定された。この他に不

明種実が2分類群、不明種実？が1分類群、不明が1

分類群あった。以下に定量と定性用の試料に分けて

出土量を記載する。

定量試料：ササゲ属アズキ近似種の炭化種子の完

形が112点（23点がへそあり、89点がへそなし）、

1/2が449点、1/2未満の破片が多量に産出した。半

割未満は小片であるためにアズキ近似種と同定する

のに必要な全体の大きさや、へその形態もしくは初

生葉が確認できなかった。しかし、産状から判断し

てアズキ近似種炭化種子が割れたものの可能性が高

いため、表中に含めた。1/2未満の破片は、2.0mmメ

ッシュに分けられたものが2.32g、2.0mm未満で

1.0mm以上のメッシュに分けられたものが3.08g、合

４ 西肥留遺跡の遺構内から出土した炭化種実同定

佐々木由香・米田恭子（パレオ・ラボ）
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計5.4gであった。2.0mm未満で1.0mm以上のメッシュ

のものは極力炭化材とササゲ属アズキ近似種炭化種

子に分類したが、ごく微量の炭化材が残存している

可能性がある。このほか、モモ炭化核破片2、アサ

炭化核2点、イネ炭化胚乳2点、アワ炭化胚乳1点、

キビ近似種炭化胚乳1点、不明A炭化種実破片3点、

不明B炭化種実の果実？破片1点、不明炭化種実？破

片1点、不明破片1点が産出した。不明炭化種実？は、

虫こぶなどの種実または材以外のものである可能性

がある。不明破片は材ではなく、種実ともいえない

ものであるが、ここに含めた。また現生の未炭化の

イネ科果実1点がみられた。種実以外には炭化材片

が多数（1.06g）、炭化種実と材以外（礫など）が多

数（2.19g）含まれていた。

定性試料：ササゲ属アズキ近似種の完形が7点

（すべてへそなし）、1/2が163点、1/2未満の破片が

多量に産出した。1/2未満の破片は、2.0mmメッシュ

に分けられたものが1.80g、2.0mm未満で1.0mm以上

のメッシュに分けられたものが1.59g、合計3.39gで

あった。2.0mm未満で1.0mm以上のメッシュのものは

定量試料同様、極力炭化材とササゲ属アズキ近似種

炭化種子にわけたが、ごく微量の炭化材が残存して

いる可能性がある。この他、現生の未炭化イネ科果

実1点、草本類根破片が2点含まれていた。種実以外

には炭化材片が多数（1.13g）、炭化種実と材以外

（礫など）が多数（19.22g）含まれていた。

3-2 畠（SW407）耕作土出土炭化物

畠（SW407）耕作土出土試料から得られた炭化種

実は、モモ核の木本植物1分類群とイネ胚乳、オオ

ムギ胚乳の草本植物2分類群の計3分類群が同定され

た。以下に畝と畝間の試料に分けて出土量を記載す

る。

畝：モモ炭化核破片3点、イネ炭化胚乳1点、オオ

ムギ炭化胚乳6点、オオムギ炭化胚乳破片2点が同定

された。

畝間：イネ炭化胚乳破片1点、オオムギ炭化胚乳8

点、オオムギ炭化胚乳破片2点が同定された。

４．炭化種実の形態記載

以下に産出した種実の記載と、代表的なものにつ

いて写真図版を掲載し、同定の根拠を示す。

（1）モモ Prunus persica Batsch バラ科 炭化

核

いずれも破片で産出した。上面観は凸レンズ形。

一方の側面には縫合線が発達し、表面には不規則に

流れるような緩い溝と孔がある。内面は平滑。厚み

があり、割れ口が鋭い。出土したものはいずれも破

片で大きくても一辺6～7mm程度。掘立柱建物柱穴

（E26P1）と畠出土（SW407）のモモ核はいずれも破

片であり、完形換算で1個分以下と推定される。

（2）イネ Oryza sativa Linn. イネ科 炭化胚乳

胚乳が出土した。胚乳は、側面観･上面観共に楕

円形である。両面の表面には、縦方向の2本の筋が

入り、3等分される。この中央はやや隆起し、両端

は一段下がる。長さ4.9mm、幅2.5～3.0mm程度。

（3）オオムギ Hordeum vulgare Linn. イネ科

炭化胚乳

胚乳が出土した。側面観は長楕円形ないし紡錘形、

断面は楕円形。腹面中央部には、上下に走る1本の

溝がある。背面の下端中央部には、類三角形の胚が

ある。長さ6.8mm、幅2.4mm。

（4）アワ Setaria italica Beauv. イネ科 炭化

胚乳

胚乳が出土した。胚の長さは胚乳の長さの2/3程

度。腹面下端中央の窪んだ位置に細長い楕円形の小

さなへそがある。長さ1.3mm、幅1.1mm程度。ただし

側面は変形しており、本来の幅より小さくなってい

る。

（5）キビ近似種 Paniceae cf. miliaceum Linn.

イネ科 炭化胚乳

胚乳が出土したが、腹面のみ残存する。残存長は

1.4mm、幅1.3mm程度で厚みが薄い。側面観は卵形で

先端が窄まってやや尖り気味であるが、胚の長さは

胚乳の長さの1/2程度と短いため、キビの可能性が

ある。側面が変形しており、本来の形状かは判断で

きなかったため、キビ近似種の同定に留めた。長さ

1.7mm、幅1.1mm。

（6）アサ Cannabis sativa Linn. クワ科 炭化

核

核は楕円状レンズ形で下端には楕円形の臍があ

り、表面には血管状の紋様が見られる。未炭化核は

状態が良いと鈍い光沢がある。長さ3.2mm、幅2.5mm

程度。
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（7）タデ科 Polygonaceae 炭化果実

果実破片が出土した。微細な砕片になっているが

本来は二面の卵形であると考えられる。網目状の微

細構造を呈す。本来の形状は長さ2.3mm、幅1.5～

1.6mm程度になる。

（8）ササゲ属アズキ近似種 Vigna cf. angularis

var. angularis マメ科 炭化種子

種子および種子破片が多量に出土した。完形の種

子をみると、へそは中央かやや下部に位置し、へそ

の上に珠柄の一部が種子に遺存してできたスポンジ

状の厚膜（epihilum）がみえる。へその形態は長楕

円形であり、一方にやや片寄って位置する。また、

へその下に突出した種瘤（Lens）が認められる。こ

のような形態的特徴はマメ科のうち、ササゲ属アズ

キ亜属のヤブツルアズキやアズキに認められる。完

形はへそが確認できるが、良好に保存されているも

のは多くはなく、不鮮明ながら残っているものやへ

その一部が断片的に残っているものが含まれる。ま

た、完形種子のほとんどはへそが脱落した状態であ

った。完形112点のうちへそが残存し、完形で状態

の良い23点について長さ･幅･厚さの計測を行い、そ

の一覧を第73表に示した。第73表を見ると、全体で

は長さ4.1～6.6(平均4.9)mm、幅2.8～4.2(平均

3.4)mm、厚さ2.8～4.1(平均3.5)mmであり、幅･厚さ

に比べて、長さのばらつきがやや大きい。特徴的な

のは、幅と厚さがほぼ同程度であるため、丸みを帯

びることである。大きさから栽培種のアズキの可能

性があるが、野生種のヤブツルアズキにも大きな個

体が認められることから、完形のへその形状と大き

さのみで両者を区別することができない。完形でな

いものは、割れた1/2片が大半であり、子葉内面に

は幼根が収まる細い溝状の窪みと初生葉が収まる比

較的広い面積の窪みがある。

なお、マメ類の分類は、吉崎(1992)により、半割

状態で観察できる初生葉と幼根の形態や立ち上がり

の角度から、アズキの仲間(アズキ)、リョクトウの

仲間(ヤブツルアズキ、クロアズキ、ケツルアズキ)、

ダイズの仲間(ツルマメ、ヤブマメ、ダイズ)の3つ

にグルーピングされている。本遺跡では半割の状態

の種子の中に初生葉と幼根が保存されているものが

あり、これらはいずれも幼根が緩やかに斜めに立ち

上がり、初生葉は小さく垂れ下がるので、吉崎によ

るアズキの仲間と同定した。初生葉と幼根が保存さ

れていないものも、その窪みの形態からアズキの仲

間と同定した。定性試料についてはすべてへそが残

っていなかったが計測後、完形を割って初生葉を確

認したところアズキの仲間に同定された。他の完形

個体のへそや種瘤の形状、大きさから判断してこれ

らはすべて同一種と考えられる。そのため、アズキ

近似種と同定した。

1/2未満の破片は形態、初生葉、へそのいずれも

部分的にしか残存していなかったため、種実自体で

はマメ科もしくはササゲ属の同定になるが、産状か

ら判断してアズキ近似種である可能性が高いため、

ここに含めた。

（9）不明A unknown A 炭化種実

破片が出土した。果皮または種皮と思われる。い

ずれも一辺3mm以下の破片である。肉厚で、表面に

浅い溝がある。

（10）不明B unknown B 炭化果実?

破片が出土した。いずれも一辺3mm以下の破片で

ある。断面は薄く、果実ならば、果皮破片と思われ

る。表面は平滑だが、細かい粒状の模様がある。

（11）不明種実? unknown seed or fruit? 炭化種

実？

破片が出土した。こぶ状の扁平な円形の突起があ

る。表面は平滑で、へそなどは観察できない。虫え

いなどの可能性もある。

（12）不明 unknown

破片が出土した。材でも種実でもない不明種であ

るが、記載と写真を掲載する。長軸2mm、短軸1mmで

あるが、長軸の一側面以外は割れている。断面はや

やゆるやかなレンズ状で、肉厚で扁平。表面は平滑

であるが0.2mm程度の円形の膨らみが表面に数個み

られる。

５．考察

5-1 掘立柱建物柱穴（E26P1）および周辺出土炭化物

ササゲ属アズキ近似種の炭化種子によってほぼ占

められていた。定量分析試料は、完形が112点、1/2

の大きさが449点であった。定性分析試料は、完形

が7点、1/2が163点であった。双方とも1/2未満が大

量に含まれていた。マメ科の炭化種子はへそに沿っ
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た面で半割になることが多いため、これらは本来完

形であったと考えられる。1/2の大きさのものを2点

で1点に換算し、完形個体数を求めると、定量分析

試料で337点（重量6.9g）、定性分析試料で82点（重

量1.5g）であった。1/2未満のものは定量分析試料

の重量で5.4g、定性分析試料の重量で3.4gのため、

個体数を得られた重量から換算すると、定量で263

点、定性で165点であった。1/2未満のものがすべて

アズキ近似種とすると、合計推定個体数は定量で

600個、定性で254個となる。定量と定性分析試料あ

わせて約850個のアズキ近似種が産出したことにな

る（第74表）。定量分析試料で他の分類群は1～2点

であるため、破片でのみ出土した分類群は1として

計数して出土種実の割合を求めると、アズキ近似種

炭化種子は、98％を占めることが明らかとなった。

このことから、圧倒的にアズキ近似種によって占め

られていたことがわかる。放射性炭素年代測定はア

ズキ近似種炭化種子2点で行われ、7世紀中頃から8

世紀後半にかけての年代範囲が得られている（詳細

は年代測定の項参照）。また試料の出土状態は一括

性が高いことから、同時代に帰属すると考えられる。

掘立柱建物では穀物の保管が推測されていることか

ら、少なくともアズキ近似種は保管されていた可能

性が高い。

アズキ近似種以外で種まで同定できたものには、

モモ核と、アサ果実、イネ胚乳、アワ胚乳、キビ近

似種胚乳があり、いずれも栽培植物であった。ただ

し、産出量が少ないため、これらの種実と掘立柱建

物に直接関係があるかは不明である。

5-2 畠（SW407）耕作土出土炭化物

畠の時期は中世前期と考えられている。出土した

種実は炭化しておりモモ、イネ、オオムギといずれ

も食用される栽培植物であった。モモは樹木である

ため、周辺に生育していたものが偶発的に炭化した

か、食用とされたものが廃棄されたと考えられる。

イネとオオムギはいずれも炭化胚乳であった。栽培

された状態で現地性を保ったまま何らかの要因で炭

化したならば、胚乳を覆う穎が付着して出土するこ

とが考えられる。反対に胚乳の状態で出土したなら

ば、脱穀された状態で調理中などに炭化したことが

考えられる。ただし、穎は埋没過程や洗浄段階で脱

落することが多いことから、本来付着していたのか、

あるいは胚乳のまま出土したのかは判断できなかっ

た。その他の草本植物はみられなかったが、篩の目

が1mmのため、1mm以下の草本植物が回収されなかっ

た可能性がある。

引用文献

吉崎昌一(1992)古代雑穀の検出．考古学ジャーナル

No.355，2-14．ニュー･サイエンス社．

第72表 西肥留遺跡炭化種実一覧表 数字は個数、（ ）内は半分ないし破片の数を示す
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第74表 ササゲ属アズキ近似種の個数と重量

第73表 定量出土アズキ近似種完形種子計測表（ｍｍ）
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１．はじめに

三重県松阪市・西肥留遺跡より検出された炭化種

実について、加速器質量分析法（AMS法）による放

射性炭素年代測定を行った。炭化種実は古代に属す

る掘立柱建物の柱穴から検出された。ただし、掘立

柱建物は古墳時代初頭の住居跡と重複しているた

め､炭化種実の時期は古墳時代の可能性も考えられ

た。炭化種実の時期を確定するために放射性炭素年

代測定を行った。

試料の調製は廣田、瀬谷、L o m t a t i d z e、

Jorjolianiが行い、測定は小林、丹生、伊藤が行い、

本文は伊藤、中村が作成した。また、試料（炭化種

実）の同定は藤根が行った。

２．試料と方法

測定試料の情報、調製データは第75表のとおりで

ある。

試料は、掘立柱建物の柱穴Eから検出された炭化

種実2点（ササゲ属アズキ近似種種子、PLD-8382・

8383）である（図版106）。

試料は調製後、加速器質量分析計（パレオ・ラボ、

コンパクトAMS：NEC製 1.5SDH）を用いて測定した。

得られた14C濃度について同位体分別効果の補正を行

った後、14C年代、暦年代を算出した。

３．結果

第76表に、同位体分別効果の補正に用いる炭素同

位体比（δ13C）、同位体分別効果の補正を行って暦

年較正に用いた年代値、慣用に従って年代値、誤差

を丸めて表示した14C年代、14C年代を暦年代に較正し

た年代範囲を、第142図に暦年較正結果をそれぞれ

示す。暦年較正に用いた年代値は年代値、誤差を丸

めていない値であり、今後暦年較正曲線が更新され

た際にこの年代値を用いて暦年較正を行うために記

載した。

14C年代はAD1950年を基点にして何年前かを示した

年代である。14C年代（yrBP）の算出には、14Cの半減

期としてLibbyの半減期5568年を使用した。また、

付記した14C年代誤差（±1σ）は、測定の統計誤差、

標準偏差等に基づいて算出され、試料の14C年代がそ

の14C年代誤差内に入る確率が68.2％であることを示

すものである。

なお、暦年較正の詳細は以下の通りである。

暦年較正

暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が

5568年として算出された14C年代に対し、過去の宇宙

線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変

動、及び半減期の違い（14Cの半減期5730±40年）を

較正することで、より実際の年代値に近いものを算

出することである。

14C年代の暦年較正にはOxCal3.10（較正曲線デー

タ：INTCAL04）を使用した。なお、1σ暦年代範囲

は、OxCalの確率法を使用して算出された14C年代誤

差に相当する68.2％信頼限界の暦年代範囲であり、

同様に2σ暦年代範囲は95.4％信頼限界の暦年代範

囲である。カッコ内の百分率の値は、その範囲内に

暦年代が入る確率を意味する。グラフ中の縦軸上の

曲線は14C年代の確率分布を示し、二重曲線は暦年較

正曲線を示す。それぞれの暦年代範囲のうち、その

確率が最も高い年代範囲については、表中に下線で

示してある。

４．考察

試料について、同位体分別効果の補正及び暦年較

正を行った。得られた暦年代範囲のうち、その確率

の最も高い年代範囲に着目すると、それぞれより確

かな年代値の範囲が示された。

2σ暦年代範囲（95.4%の確率で年代がこの範囲に

収まることを意味する）に注目すると、PLD-8382の

暦年代範囲は、660-780calAD（95.4%）である。

PLD-8383の年代範囲は、650-720calAD（73.8％）お

よび740-770calAD（21.6%）である。いずれも7世紀

後半から8世紀後半の暦年代範囲を示した。

上記の結果から、試料のササゲ属アズキ近似種炭

化種子は、古代の掘立柱建物に関連すると考えられ

る。

５ 放射性炭素年代測定

パレオ・ラボAMS年代測定グループ
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図版106 放射性炭素年代測定試料(ササゲ属アズキ近似種種子)
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１．分析対象

西肥留遺跡出土鉄滓

２．分析内容

蛍光Ｘ線分析装置により定性分析して鉄分の存在

を確認後、株式会社九州テクノリサーチによる詳細

な鉄分析が行われた。

３．使用機器

◇ エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置（XRF）

（SIIナノテクノロジー SEA5230）

試料の微小領域にＸ線を照射し、その際に試料か

ら放出される各元素に固有の蛍光Ｘ線を検出するこ

とにより元素を同定する。

励起電圧45kV、コリメータ径φ1.8mm、大気圧で

300秒間行った。なお、Ｘ線管球はモリブデン（Mo）

である。

４．結果

鉄滓のXRF分析チャートを第143～146図に示し、

第77表にそのまとめを掲げる。XRF分析の結果から、

全ての資料断面から鉄（Fe）が強く検出されたため、

これらを鉄分析試料とした。

鉄分析の結果から、各鉄滓について次のようなこ

とがわかった。

５．考察

No.1406は鉄材の熱間加工（鍛錬鍛冶）の際に、

炉材粘土が溶融してできたガラス質滓の可能性が高

いと考えられる。

No.1657は鉄酸化物主体で、砂鉄起源の脈石成分

（TiO2、V、MnO）の低減傾向が顕著であった。以上

の特徴から、鉄素材の熱間加工時に生じた鍛錬鍛冶

滓と推定される。

No.1666はNo.1657と同様、砂鉄起源の脈石成分の

低減傾向が著しい。やはり鉄素材の熱間加工時に生

じた鍛錬鍛冶滓と推定される。

No.1638は鍛冶関連の炉材（特に羽口）粘土が、

強い熱影響を受けてできたガラス質滓の可能性が高

いと考えられる。しかし、金属鉄や発達した鉄酸化

物の結晶等は確認されていないため、鍛冶関連遺物

と断定することはできない。

６ 西肥留遺跡にかかる金属製品の分析

（財）元興寺文化財研究所

川本 耕三

第77表 鉄滓の成分まとめ

西肥留遺跡出土鍛冶関連遺物の金属学的調査

九州テクノリサーチ・TACセンター

大澤正己・鈴木瑞穂

１．いきさつ

西肥留遺跡は三重県松阪市肥留町に所在する。弥

生時代から鎌倉時代にかけての遺構が検出されてい

る。また調査地区から鍛冶関連遺構は確認されてい

ないが、鉄滓が少量出土しているため、遺跡周辺で
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の鉄器生産の様相を検討する目的から、金属学的調

査を行う運びとなった。

２．試料調査方法

２－１．供試材

第78表に示す。鍛冶関連遺物4点の調査を行った。

２－２．調査項目

（１）肉眼観察

分析調査を実施する遺物の外観の特徴など、調査

前の観察所見を記載した。この結果をもとに、分析

試料の採取位置を決定している。

（２）マクロ組織

本来は肉眼またはルーペで観察した組織である

が、本稿では顕微鏡埋込み試料の断面を、低倍率で

撮影したものを指す。当調査は顕微鏡検査よりも、

広範囲で組織の分布状態、形状、大きさなどが観察

できる利点がある。

（３）顕微鏡組織

鉱滓の鉱物組成や金属部の組織観察、非金属介在

物調査などを目的とする。

試料観察面を設定・切り出し後、試験片は樹脂に

埋込み、エメリー研磨紙の#150、#240、#320、#600、

#1000、及びダイヤモンド粒子の3μと1μで鏡面研

磨した。

また観察には金属反射顕微鏡を用い、特徴的・代

表的な視野を選択して写真撮影を行った。金属鉄の

調査では3%ナイタル（硝酸アルコール液）を腐食

（Etching）に用いた。

（４）ビッカース断面硬度

ビッカース断面硬度計（Vickers Hardness

Tester ）を用いて硬さの測定を行い、文献硬度値

に照らして、鉱滓中の晶出物の判定を行った。また

金属組織（合金相）の硬さ測定も同様に実施した。

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、荷重は200gfで測定

した。

（５）EPMA（Electron Probe Micro Analyzer）調査

試料面（顕微鏡試料併用）に真空中で電子線を照

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。更に標準試料と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。

反射電子像（COMP）は、調査面の組成の違いを明

度で表示するものである。重い元素で構成される個

所ほど明るく、軽い元素で構成される個所ほど暗い

色調で示される。これを利用して、各相の組成の違

いを確認後、定量分析を実施している。

また元素の分布状態を把握するため、反射電子像

に加え、特性X線像の撮影も適宜行った。

（６）X線回折

鉄滓中の化合物の同定を目的とする。

粉砕した試料にX線を照射すると、化合物固有の

反射（回折）されたX線が検出されることを利用し

て、化合物を同定する。

（７）化学組成分析

出土遺物の性状を調査するため、構成成分の定量

分析を実施した。

全鉄分（Total Fe）、金属鉄（Metallic Fe）、酸

化第一鉄（FeO）：容量法。

炭素（C）、硫黄（S）：燃焼容量法、燃焼赤外吸

収法

二酸化硅素（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）、二酸化ジルコニウム（ZrO 2）：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

№1406：ガラス質滓

（１）肉眼観察：0.42gと極く小型で完形のガラス質

滓である。色調は暗灰色を呈する。表面には細かい

気孔が密にみられる。ごく軽い質感で、粘土溶融物

主体の滓と推測される。

（２）マクロ組織：図版107①に示す。断面にも細か

い気孔が多数発生する。また晶出物のほとんどない
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ガラス質滓である。

（３）顕微鏡組織：図版107②～④に示す。②表層部

（写真上側）は熱影響が強く、ガラス質化が進んで

いる。これに対して、芯部（写真下側）は熱影響を

受けながらも、完全に非晶質にはなっていない。さ

らに内部には、石英などの砂粒が点在している。羽

口先端などの粘土溶融物と推測される。

また③④中央の微細な明白色部は、金属鉄である。

（４）EPMA調査：図版107⑤に反射電子像（COMP）を

示 す 。 1 の ガ ラ ス 質 部 分 の 定 量 分 析 値 は 、

53.6%SiO2－20.7%Al2O3－4.8%CaO－4.1%MgO－

3.1%K2O－2.1%Na2O－13.5%FeOであった。素地部分

でも鉄分をかなり固溶している。

また4の明白色部の定量分析値は97.6%Feであっ

た。金属鉄（Metallic Fe）に同定される。1.3％

TiO2を固溶する。混入砂鉄粒（磁鉄鉱）からの還元

の可能性が考えられる

以上の特徴から、当資料は鉄材の熱間加工（鍛錬

鍛冶）の際に、炉材粘土が溶融してできたガラス質

滓の可能性が高いと考えられる。

№1657：椀形鍛冶滓

（１）肉眼観察：60gと小型の椀形鍛冶滓である。表

面には茶褐色の鉄銹化物が付着するが、地の色調は

暗灰色である。上面は比較的平坦で、側面から下面

にかけては細かい木炭痕による凹凸がみられる。ま

た表面には細かい気孔が散在するが、比較的緻密で

重量感のある滓である。特殊金属探知機（１）での反

応はなく、まとまった金属鉄部は存在しないと推測

される。

（２）マクロ組織：図版108①に示す。上面表層や中

央やや下寄りに小型の銹化鉄（明灰色）部が散在す

る。また滓中には、ごく小型の気孔が散在するが、

緻密である。

（３）顕微鏡組織：図版108②③に示す。白色粒状結

晶ウスタイト（Wustite：FeO）、淡灰色柱状結晶フ

ァイヤライト（Fayalite：2FeO･SiO2）が晶出する。

鍛錬鍛冶滓の晶癖である。

またごく微細な明白色粒は金属鉄である。3%ナイ

タルで腐食したところ、ほとんど炭素を含まないフ

ェライト（Ferrite：α鉄）単相の組織が確認され

た。

（４）ビッカース断面硬度：紙面の構成上、硬度を

測定した圧痕の写真を割愛したが、白色粒状結晶の

調査を実施した。硬度値は462Hv、463Hv、467Hvで

あった。ウスタイトの文献硬度値（２）450～500Hvの

範囲内であり、ウスタイトに同定される。

（５）X線回折調査：第147図に示す。主要鉱物相は

ウスタイト（Wustite：FeO）およびファイヤライト

（Fayalite：Fe
2
SiO

4
）の存在が確認された。

（６）化学組成分析：第79表に示す。全鉄分（Total

Fe）は60.87%と高値であった。金属鉄（Metallic

Fe）0.05%、酸化第1鉄（FeO）59.85%、酸化第2鉄

（Fe2O3）20.44%の割合であった。造滓成分（SiO2＋

Al2O3＋CaO＋MgO＋K2O＋Na2O）は15.69%と低めで、

塩基性成分も（CaO＋MgO）1.46%と低値である。ま

た製鉄原料の砂鉄起源の二酸化チタン（TiO2）は

0.14%、バナジウム（V）＜0.01%であった。さらに

酸化マンガン（MnO）も0.06%、銅（Cu）＜0.01%と

低値である。

当資料は鉄酸化物主体で、砂鉄起源の脈石成分

（TiO2、V、MnO）の低減傾向が顕著であった。以上

の特徴から、鉄素材の熱間加工時に生じた鍛錬鍛冶

滓と推定される。

№1666：鍛冶滓

（１）肉眼観察：15gと小型で不定形の鍛冶滓である。

色調は黒灰色を呈する。表面は中小の気孔が散在す

るが、比較的緻密である。特殊金属探知機の反応は

なく、まとまった金属鉄部は存在しないと推測され

る。

（２）マクロ組織：図版108④に示す。内部には中小

の気孔が散在するが、比較的均質な滓である。

（３）顕微鏡組織：図版108⑤⑥に示す。白色粒状結

晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファイヤライトが晶

出する。鍛錬鍛冶滓の晶癖である。

またごく微細な明白色粒は金属鉄である。3%ナイ

タルで腐食したところ、ほとんど炭素を含まないフ

ェライト単相の組織が確認された。

（４）ビッカース断面硬度：紙面の構成上、硬度を

測定した圧痕の写真を割愛したが、白色粒状結晶の

調査を実施した。硬度値は450Hvであった。ウスタ
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イトと推定される。

（５）X線回折調査：第148図に示す。ウスタイト

（ W u s t i t e ： F e O ） お よ び フ ァ イ ヤ ラ イ ト

（Fayalite：Fe2SiO4）の存在が確認された。

（６）化学組成分析：第79表に示す。全鉄分（Total

Fe）47.11%に対して、金属鉄（Metallic Fe）0.11%、

酸化第1鉄（FeO）51.59%、酸化第2鉄（Fe2O3）

10.98%の割合であった。造滓成分（SiO2＋Al2O3＋

CaO＋MgO＋K2O＋Na2O）は33.58%で、このうち塩基

性成分（CaO＋MgO）は4.47%であった。また製鉄原

料の砂鉄起源の二酸化チタン（TiO2）は0.27%、バ

ナジウム（V）＜0.01%と低値である。さらに酸化マ

ンガン（MnO）も0.13%、銅（Cu）＜0.01%であった。

当資料も椀形鍛冶滓（№1657）と同様、砂鉄起源

の脈石成分の低減傾向が著しい。やはり鉄素材の熱

間加工時に生じた鍛錬鍛冶滓と推定される。

№1638：ガラス質滓

（１）肉眼観察：3gと小型で偏平なガラス質滓であ

る。滓の地の色調は暗灰色で、ごく微細な石英、長

石粒が少量ふくまれる。また表面には細かい気孔が

若干点在する。

（２）マクロ組織：図版109①に示す。内部にも中小

の気孔が多数確認される。

（３）顕微鏡組織：図版109②③に示す。ガラス質滓

中にごく微細な結晶が晶出する。

（４）EPMA調査：図版109④に反射電子像（COMP）を

示す。2の微小結晶の定量分析値は、13.8%SiO2－

25.9%Al2O3－12.3%MgO－53.4%FeOであった。この測

定値のみから、化合物を同定することは困難である

が、粘土中に含まれる苦鉄質の有色鉱物が、熱影響

を受けて分解、滓化したものと推測される。

ま た 3 の ガ ラ ス 質 部 分 の 定 量 分 析 値 は 、

64.6%SiO2－17.0%Al2O3－3.7%CaO－3.7%MgO－

3.7%K2O－2.0%Na2O－5.6%FeOであった。

以上の特徴から、当資料は鍛冶関連の炉材（特に

羽口）粘土が、強い熱影響を受けてできたガラス質

滓の可能性が高いと考えられる。しかし、金属鉄や

発達した鉄酸化物の結晶等は確認されていないた

め、鍛冶関連遺物と断定することはできない。

４．まとめ

西肥留遺跡から出土した鍛冶関連遺物4点を調査

した結果、次の点が明らかとなった。

〈１〉古墳時代前期の複数の被熱面を持つ竪穴住居

（SH419）から出土した、ガラス質滓（№1406）は内

部にごく微細な金属鉄が確認されたことから、鉄素

材を熱間で加工した（鍛錬鍛冶）際の炉材粘土溶融

物と推定される。

ただし覆土中の出土遺物であり、中世と推定され

る鍛冶関連遺物が存在することからも、遺構に伴う

鍛冶関連遺物か否かの判断は慎重を要する。

〈２〉中世と推定される鍛冶滓（№1666）は、砂鉄

起源の脈石成分の低減傾向が顕著で、鉄素材の熱間

加工時に生じた鍛錬鍛冶滓と推定される。また表土

下から出土した、椀形鍛冶滓（№1657）も同様の特

徴を示しており、類似作業での反応副生物と判断さ

れる。

このため当遺跡では、純度の高い〔製錬起源の不

純物（滓）をほとんど含まない〕鉄素材を用いて、

熱間での鍛造鉄器製作が行われたと推測される。

〈３〉中世溝の混入品と推定されるガラス質滓（№

1638）は、炉材粘土溶融物の可能性が高い。ただし、

溶着金属およびその酸化物は確認されなかったた

め、断定は困難である。

（註）

（１）天辰正義・穴澤義功・平井昭司・藤尾慎一郎『鉄関

連遺物の分析評価に関する研究会報告』（社）日本

鉄鋼協会 社会鉄鋼工学部会 「鉄の歴史－その技

術と文化－」フォーラム 鉄関連遺物の分析評価グ

ループ 2005

（２）日刊工業新聞社『焼結鉱組織写真および識別法』

1968

ウスタイトは450～500Hv、マグネタイトは500～

600Hv、ファイヤライトは600～700Hvの範囲が提示

されている。
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第78表 供試材の履歴と調査項目

第79表 供試材の組成

第80表 出土遺物の調査結果のまとめ
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第147図 椀形鍛冶滓（1657）のX線回折調査結果

第148図 鍛冶滓（1666）のＸ線回折調査結果
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図版107 ガラス質滓の顕微鏡組織およびEPMA調査結果
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図版108 椀形鍛冶滓・鍛冶滓の顕微鏡組織



－ 359 －

図版109 ガラス質滓の顕微鏡組織およびEPMA調査結果



第1面完掘状況(北から)

第1面完掘状況(南から)

図版110
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ＳＷ407土層断面(東から)

ＳＺ404検出状況(北西から)

図版111
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ＳＷ407完掘状況(南西から)

ＳＺ404検出状況(北東から)



第２面完掘状況(北から)

第２面完掘状況(南から)

図版112
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ＳＨ414遺物出土状況(西から)

ＳＨ414完掘状況(西から)

図版113
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第３面遠景(北から)

第３面全景

図版114
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ＳＨ415炭化材検出状況(北から)

ＳＨ415壁材①(東から)

図版115
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ＳＨ415壁材②(南西から)



ＳＨ415完掘状況(北から)

ＳＨ419完掘状況(北から)

図版116
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ＳＨ421完掘状況(北から)

ＳＨ432完掘状況(東から)

図版117
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ＳＨ426完掘状況 (北東から)

ＳＸ435(南西から)

図版118
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ＳＸ435(南東から)



ＳＸ438(北東から)

ＳＸ439(南西から)

図版119
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ＳＸ437(北東から)

ＳＸ439(南東から)



図版120
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ＳＸ445(北西から)

ＳＥ430(南から)

ＳＸ445(南西から)

F22Pit3出土状況(西から)

ＳＸ433出土状況(北から) ＳＸ433土層断面(北から)



H25Pit9出土状況(西から)

F26Pit1検出状況(東から)

図版121
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第４面遺構検出状況①(北から)

第４面遺構検出状況②(北から)

図版122
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P26Pit1土層断面(東から)

図版123
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分析試料採取状況(北から)

分析試料選別状況①

分析試料選別状況②

事業地の工事状況(北から)

分析試料

事業地の工事状況(南から)



図版124
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出土遺物(44）
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図版125
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出土遺物(45）
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図版126

1375
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出土遺物(46）

1392 1395

1407 1410 1411

1412 1414 1420



図版127
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出土遺物(47）

1422 1450 1460

1473 1482 1483

1497 1498 1501



図版128
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出土遺物(48）

1434外

1434内

1435 1442

1443 1446

1454
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1444

1445
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1433内



図版129
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出土遺物(49）
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1474 1475



図版130
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出土遺物(50）
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図版131
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出土遺物(51)
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出土遺物(52）

図版132
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図版133
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出土遺物(53)
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図版134

1502
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出土遺物(54）

1508 1540

1585 1592 1632

1606 1608 1649



図版135
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出土遺物(55）

1382 1408 1465

1496 1500 1604

1631 1654 1655



図版136
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出土遺物(56）

1614 1620

1633 1648

1641 1640

1622 馬歯

1643

1621

1661

1639



調査坑９出土土器（1673～1679） 陶器皿（1673・

1674）・陶器椀（1675～1678）・土師器南伊勢系鍋

（1679）がある。

調査坑12出土土器（1680・1681） 土師器高杯

（1680）・土師器甕（1681）がある。1680は古墳時

代前期の屈折脚高杯で、脚裾部に明瞭に立ち上がり

が見られる。1681はS字甕の脚台部で、脚裾部は内

面に折り返して仕上げられている。

調査坑11出土土器（1682） 1682は土師質の志摩式

製塩土器である。

調査坑13出土遺物（1683） 1683は須恵質丸瓦であ

り、内面に布目痕が残る。

調査坑23出土土器（1684） 1684は緑釉陶器椀であ

り、内面にはトチン痕が残る。

調査坑14出土土器（1685） 1685は古墳時代前期の

土師器高杯であり、脚柱部には２段に透孔が開けら

れ、櫛描直線文が巡らされている。

調査坑16出土土器（1686～1688） 須恵器杯

（1686）・土師器杯（1687・1688）がある。

調査坑17出土土器（16 8 9・1 6 9 0） 瓦器椀

（1689）・陶器椀（1690）がある。

調査坑29出土土器（1691） 1691は古墳時代前期の

椀型高杯である。脚柱部はヘラミガキで仕上げられ

ており、小さな透孔が３カ所残存する。透孔の数は、

残存するものの方向から５方向と推定される。

（川崎志乃）
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第７章 範囲確認調査遺物

第149図 範囲確認調査出土遺物実測図(47)(1：4)
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第81表 範囲確認遺物観察表



各調査次において、人工遺物だけでなく有機物な

どを総合的に記録するための分析を実施した。各分

析の主たる目的は４種類に分けられることから、目

的ごとに現場担当者からの視点でみていく。

目的a 土地利用状況および遺構機能の復原

プラント・オパール分析・花粉分析・Ｘ線撮影・

大形植物遺体同定（種実同定）・リンカルシウム分

析を実施した。

プラント・オパール分析は、第１次調査において

土壌化層下面で検出するいわゆるｂ面調査で擬似畦

畔を検出した点とその土壌化層が耕作土層であるこ

とが確認されたことから、水田の存在が明らかにな

ったため、イネ科植物が栽培されているのかの是非

検討するために定量分析を実施した。結果、当該層

準でイネ属のプラント・オパールが一定量確認され

たことからイネの栽培された可能性が高いと判断さ

れ、クロスチェックを行うことができた。また、イ

ネ属以外のプラント・オパールの出現傾向やＸ線撮

影を含む地層の詳細な観察結果からは、当該層準が

一時的に湿潤になったことが明らかとなり、この点

でも畠状の乾燥した土地条件ではなく、水田として

の土地条件に一致することが裏付けられた。第２次

調査においても、土壌化層下面において類似する遺

構が検出されていたが、結果として同様となった。

なお、第１次調査では平面調査を実施できなかった

が、断面観察の結果、更に下層の耕作土層の可能性

が高いと考えられる土壌化層を中心に分析を行った

ところ、イネ属のプラント・オパールの出現傾向か

らイネの栽培が推定された。

花粉分析は、第１次調査では粒径がやや粗いこと

や土壌化層を中心に採取していることから、各層序

の古環境を反映した成果を出す目的には適しないこ

とも想定されたが、調査時点において当該地域にお

いては筋違遺跡以外に全くデータがなかったことか

ら、周囲の植生復原を行うために実施している。結

果、植生を推定するために充分な試料でないことが

明らかとなり、次年度以降も花粉分析用試料につい

ては継続してより良好な試料を探すこととなった。

第３次調査では、中世前期の溝ＳＤ302埋土から植

物遺体が多く出土したことから、大形植物遺体分析

および珪藻分析と併せて実施している。珪藻分析を

実施することによって、水流があったことが判明し

た。また、花粉化石群集と大形植物化石群集の種類

構成では、両者で対応関係にある種類が比較的多い

ことが確認された。

ところで、第１次調査における水田層（古墳時代

包含層である４層）の分析において、花粉分析では

花粉が分解され検出されない点は好気性によると判

断されるが、一方でプラント・オパール分析ではヨ

シ属の出現などから湿潤な環境が復原される。第１

次調査においては、現場担当者と分析担当者が現地

で層相の観察について協議した上で分析を実施して

おり、単なるサンプリングエラーとは判断しにくく、

乾湿を繰り返す環境下にあったことが要因の一つと

して考えられる。同一試料を用いて、異なる手法の

分析を実施したことから明らかになった。

ＳＤ26出土炭化物の同定を実施した。検出される

栽培植物や雑草類の出現傾向によって、土地条件や

堆積した季節の検討をすることも可能と判断された

ためであるが、予想外の木本類が確認された。

第５次調査の中世前期の畠ＳＷ407の畝・畝間か

ら出土した炭化種実の同定では、オオムギが確認さ

れた。耕地から栽培種の種実が検出される事例その

ものが稀少であり、貴重な事例となった。

ＳＸ365ではリン・カルシウムを実施したが、遺

構埋土より上層（５層）での検出量が最も多く、遺

構の機能を検討することができなかった。

目的b 環境変遷

水田層とその前後層の状態を客観的に記録する手

法の一つとしてX線撮影を実施したが、実際の現地

での断面観察に勝るものではない。観察に耐えうる

客観的な記録を求めるには、土壌薄片の作製を検討

する必要もあろう。

目的c 植物質資源の利用状況
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第８章　まとめと考察

第１節　自然科学分析のまとめ
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土器付着炭化物の同定・種実同定・出土木製品の

樹種同定を実施した。

井戸ＳＥ8出土土器42の内面に付着していた炭化

物は、全てイネの胚乳に該当すると判断された。

古代の掘立柱建物柱穴E26Ｐ１周辺で出土した炭

化物は、多量のアズキ近似種およびイネ・アワなど

であり、多量に出土したアズキ近似種は掘立柱建物

に保管されていた可能性が考えられる。

古墳時代の竪穴住居ＳＨ415出土の建築材は、ス

ギ・ヒノキ属などの針葉樹とコナラ節およびクリ・

クロモジ属などの広葉樹の両者が使用されていた。

古墳時代と中世前期の井戸枠の構造材について

は、板材はいずれも針葉樹が使用されていた。刳抜

材は船材の転用材はスギであり、井筒材はクスノキ

であった。

目的d 年代測定

掘立柱建物柱穴E26P1周辺で出土した炭化物につ

いて、年代測定を行ったところ、古代に帰属する確

立が高い結果が得られ、周辺で出土した土器と矛盾

しない結果となった。

第２節　遺跡の変遷と画期　

１．地形の変化と遺構面

今回の調査区で確認された遺構面は、全て旧河道

ＮＲ401との相関関係にあり、遺構の有無や各時期

の各遺構の性格も同様に変化があった。また、弥生

時代後期の遺物を伴う遺構群の確認された第５次調

査第３面より下層においても旧河道から側方変化し

ていく地層が把握できたことから、その存在は弥生

時代後期以前にさかのぼることも明らかになった。

また、第１次調査の下層確認では、西方から東方

へ向かう自然堆積層（9a層）に有機物が多量に包含

されていたことが確認された。木本類の一部は、エ

ノキ属やアカガシ亜属であり、弥生土器も包含され

ていた。

現在のような平坦な地形になったのは、弥生時代

以降に多量の土砂の堆積が進んだ結果であった。

２．各時期の様相と遺構の変遷

遺構群の消長を基に画期を設定した。その際、旧

河道の検出された第５次調査の遺構面を参考にし

た。なお、Ⅱ期以前までの状況は不明瞭であるが、

Ⅲ期以降の遺構面において、縄文時代草創期の石

器・縄文時代晩期後半の突帯文土器・弥生時代中期

後葉の凹線文土器が出土している。いずれも、ほと

んどローリングを受けていない点から、遠方から流

れている遺物とは考えにくい。

Ⅰ期　第５次調査第５面で、旧河道の土堤と水田畦

畔が確認された。遺物を包含しないために、具体的

な時期は不明であるが、遺物を伴う遺構がみつかっ

ている第３面で弥生時代後期（１世紀）の山中Ⅱ式

に相当する遺構が確認されていることから、当該遺

構面はそれ以前となる。なお、自然堤防に相当する

土堤と水田畦畔の間は、削平を受けていた。

Ⅱ期 第５次調査第４面で柱穴群が確認された。遺

物を包含しないために、具体的な時期は不明である

が、遺物を伴う遺構がみつかっている第３面で弥生

時代後期(１世紀)の山中Ⅱ式に相当する遺構が確認

されていることから、当該遺構面はそれ以前となる。

Ⅲ-１期 第５次調査第３面に所属する遺構群と同

時期の遺構をⅢ期とし、その間は凡例の文献に基づ

き、弥生時代後期の山中Ⅱ式から古墳時代前期の島

貫Ⅳ期までを土器型式で細分した。

なお、航空写真の判読を行ったところ、今回の調

査区で遺構が集中して確認されたⅢ期の微高地（図

版137）は遺跡の南東部に相当する地点と考えられ、

ＮＲ401の地点では河川状の地割がみられた。

第152図は、明治期の地積図に調査区及び周辺の

遺跡で確認されている同時期の河川を加筆し、更に、

字名から河川を示すと推定される字名は▲で示した

ものである。第152図においても、ＮＲ401から上流

部にかけては東西方向の細い地割がみられ、赤部遺

跡（１）ＳＤ169が位置していることから、ＮＲ401と

赤部遺跡ＳＤ169は同一河川である可能性が高いと

考えられる。

Ⅲ-１期は弥生時代後期の山中Ⅱ式に相当する。

この時期以降には、出土遺物を伴う遺構が存在する。

旧河道ＮＲ401の自然堤防上に居住域が位置し、居

住域縁は溝で区画されている。溝の周辺からは、多
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第150図　遺構変遷模式図(1)(1：2000）
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第151図　遺構変遷模式図(2)(1：2000）
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西肥留遺跡周辺航空写真(1947年撮影)

図版137
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第152図　旧河道位置図(1：20000）

量の土器が出土している。

Ⅲ-２期 島貫Ⅰ～Ⅱ期（３～４世紀）に相当するも

のをまとめたが、大半が島貫Ⅱ期新相に相当する。旧

河道の自然堤防上に居住域が位置し、後背低地に向か

って生産域、水田域？の順に位置する。居住域では重

複が著しい。竪穴住居から銅鏃が出土。銅滓の出土し

た地点は不定形な土坑が多い。金属加工の痕跡が見ら

れることから生産域とした。後述のⅢ-３期と土器型

式から細分したが、遺構配置にほとんど変化がないこ

とから、遺構配置つまり集落構造の画期としては細分

する必要がない。

Ⅲ-３期 島貫Ⅲ期古相（３～４世紀）に相当する。

旧河道の自然堤防上に居住域が位置し、後背低地に向

かって生産域・水田域？の順に位置する。居住域縁に

存在していた溝はⅢ-1期より南部へ移動するが、土器

は溝上部から出土しておりこの段階には埋没する。溝

の更に南部にも竪穴住居が位置しており、埋土から板

状鉄片などが出土している。金属関連遺物の出土状況

は不明瞭であるが、出土土器はこの段階に相当する。

Ⅲ-４期 島貫Ⅲ期新相（３～４世紀）に相当する。

旧河道の自然堤防上に居住域が位置し、後背低地に向

かって生産域・掘立柱建物・溝・墓域・水田域？の順

に位置する。溝が居住域と墓域を隔てる区画となって

おり、生産域は溝より内側に位置する。

Ⅲ-５期 島貫Ⅳ期（４世紀）に相当する。旧河道の

自然堤防上に居住域が位置する。居住域縁が溝で区画

されている。この時期の竪穴住居が第２-②面で検出

できており、旧河道縁には柵を伴う。前段階に造墓さ
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れた方形周溝墓は、周溝がまだ完全に埋没していな

い。

Ⅳ期 古墳時代中期・後期（５～６世紀）に相当す

る。第５次調査第３面で確認された遺構も多いが、

第２-②面でⅢ-５期の遺構が確認されたことから、

本来は第２-①～②面に所属すると考えられる。

旧河道の自然堤防から後背低地に向かって、木棺

墓群・居住域・溝・ＳＸ365・井戸・遺物多量出土

地点・水田順に位置する。旧河道際の自然堤防上に、

木棺墓群が形成されるようになる。また、ＳＸ365

は単独の出土であり性格が不明瞭であるが、武器と

工具がセットになって出土している点や居住域から

溝を隔てて位置する地点で出土している点は、この

遺構の性格を反映していると考えられる。

Ⅴ期 古代に相当する。基本的には、自然地形に沿

って旧河道と平行する方向を指向する。正方位の遺

構は、10世紀前半の溝がある。

墨書土器はＳＺ213付近に集中して出土する点と

「仁」が圧倒的に多い点が特徴である。

Ⅵ期 中世前期に相当する。基本的には、自然地形

に沿って旧河道と平行および直交する方向を指向す

る。第152図によると、ＳＤ302は「字アミダジ」の

西部の地境に対応することから、同方向の地割が中

世前期まで遡る可能性が高まった。

条里方向の溝は稀少であるが存在しており、ＳＤ

206が相当する。なお、当該地点は表層条里の確認

できない地点である。

また、前段階まで旧河道であった地点では土砂の

堆積が進み、中洲状の高まりが形成され、その上面

では畠が作られる。その後背低地でも、複数面で水

田畦畔が確認されており、水田化される時期がある。

耕地が広がる点でⅢ期以来の画期となる。

Ⅶ期以降 近世以降に相当する。前段階に形成され

始めた旧河道内の高まりが自然堤防になり、最も標

高が高くなる。そして現在、調査区に隣接する神社

は、同自然堤防上に位置している。また、調査区北

端で確認された溝は、開放された性格の遺構である

ために出土遺物が近世にしか遡らないが、笠松井に

相当する可能性が高い。

第３節　木製品について　

西肥留遺跡では、井戸の構築材と焼失住居ＳＨ

415の建築材（第82表）などが確認された。なかで

も、特筆されるのがＳＥ8出土の船材である。

船材の位置づけ

古墳時代の準構造船は、まとまって出土した大阪

府久宝寺南遺跡出土船（２）や前原市潤地頭給遺跡出

土船（３）を除くと、舳先か舷側板・竜骨といった上

部構造や船底部の一部しか残存していないことも多

く、構造に不明な点が多い。

しかし今回、西肥留遺跡から出土した船材によっ

て、内面に段を持つ準構造船船底部の断面形態がは

じめて確認できた。またこの資料では、ほぞ孔が両

端部にあけられており木栓が残存していたことか

ら、これによってその上部構造となる舷側板と結合

させていることも明らかとなった。

第153図・第82表は、三重県内で出土している船

材である。いずれも完存で出土したものはないが、

船底部（1・2）舳先（３）・竜骨（４）・舷側板

（５～８）などと推定される部材が出土しており、

今回出土した木製品を考える上で参考になる。

準構造船の船底部と推定される筋違遺跡（４）出土

の２は、溝のＵ字型側溝として転用されていた。側

面に垂直方向に抉りが入っており、抉りの先端部に

はさらに垂直方向にほぞ孔が開けられていることか

ら、別材を違いに直交方向に組み合わせることによ

って固定していたことがわかる。１・２では船底部

と舷側板の結合方法が異なることから、材と材を結

合する方法が多様であることが分かる。

また今回、船底部と同時に出土した板材9～11は

カーブしている点や木表を内面に使用する点が特徴

的である。準構造船を解体している可能性があるこ

とから、参考に示した。３点は木取りが共通しない

点から同一の船底部を裁断したとは考えにくく、外

面に擦り傷が見られないことからも船底部とは考え

にくい。次に想定できる部材は、舷側板である。六

大Ａ遺跡（５）出土の舷側板（５～８）は幅約10～15

㎝の板材にほぞ孔が２段にわたって多数あけられて

いることから、複数枚の舷側板を結合させてより大
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第82表 ＳＨ415出土炭化材一覧表

第83表 三重県内出土船材一覧表
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第153図　三重県内出土の船材(1は1：20、3は1:24、その他1：16)
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きな船体を形成することが分かる。一方、西肥留遺

跡出土の9～11は残存幅30～40㎝の板材に、ほぞ孔

が残っていないが、10・11は斜めにカットされてい

る一側面は生きていることから、１方向のみにしか

結合することはできない。また、木表を内面に使用

している部材は他に確認できなかった。

第４節　弥生時代後期から古墳時代前期の土器について　

１．土器の様相

雲出川下流域においては、これまで雲出島貫遺跡

で資料が欠落する時期に相当する弥生時代後期後半

の山中Ⅱ式の一括資料に恵まれてこなかったが、今

回出土したＳＥ260・ＳＨ229出土土器によって、空

白の時期をうめることになった。

近隣の状況と比較するために、雲出川中流域の天

花寺丘陵で確認されている弥生時代後期初頭から後

期後半の集落出土の土器群（６）点との比較を行う。

まず、土器組成の点では、甕と同様にく字形口縁

を呈する鉢や外面にタタキメを残す甕や鉢が含まれ

ていることを確認した。甕はく字形口縁甕が主体を

占めており、底部は高い脚台部が付くものも存在す

る。特に、弥生時代後期後半の山中Ⅱ式の段階に近

畿地方の系譜をひく外面にタタキメを残す土器が確

認された点は重要である。

次に、雲出島貫遺跡の土器群との比較を行う。な

お、西肥留遺跡では重複遺構が多く細片が多いため

に、当遺跡での土器編年案の作成は行わず、時期区

分や分類は凡例の文献を用いた。

まず、弥生時代後期から古墳時代前期の島貫Ⅱ期

古相と島貫Ⅲ期古相の土器が層位的に重複関係を把

握できる状態で出土しているのがＳＥ135下部と

ＳＨ108である。島貫Ⅱ期古相に相当するＳＥ135下

部では、高杯Ⅱ段階aに中形壺Ｂや脚付土器が共伴

している。また、島貫Ⅲ期古相に相当するＳＨ108

では高杯ＡⅢ段階aとＳ字甕Ⅱ段階aが共伴してお

り、同時に出土している壺Ａbも島貫Ⅲ期古相の様

相と矛盾するものではない。これらの資料の様相は、

雲出島貫遺跡での様相と共通する。

また、島貫Ⅲ期古相に相当するＳＺ321では、器

台Ｂが出土しており、この点でも雲出島貫遺跡での

様相と共通する。雲出島貫遺跡では、島貫Ⅲ期古相

を上限に数量的に稀少ながらも組成しており、杯部

が閉じられている中実の型式と中空あるいは透孔の

開く型式があるが、器台Ｂは不明な点が多い。しか

し、器台Ｂは南関東地方では伊勢湾沿岸地域の系譜

をひく土器と共に多く出土している。また、近畿地

方にも類似する高杯があり、纒向遺跡の高杯Ｂ（７）

が相当する。纒向遺跡では纒向３式に集中して出土

しており、その前後の時期には見られない点で伊勢

平野での状況とは異なる。

西肥留遺跡の土器の様相は、雲出島貫遺跡での様

相と共通していることから、雲出島貫遺跡での土器

の様相は一遺跡に限定されるものではないことを確

認できた。

２．外来系土器について

外来系土器には、形態と製作技法の点から搬入品

の可能性が高いと考えられる典型品と典型品の形態

を模倣した在来の土器からは系譜を追うことが困難

である二次搬入品（模倣品）の２種類がある。いず

れも出土状況には特徴が見られない。

搬入品は、以下の資料がみられる。

濃尾：小型高杯（425）・パレス壺（329ほか）

近畿：小型有段鉢（1641）・低脚高杯（1506）・小

型器台（331）・タタキ甕（403・695・1432・

1532）・布留系甕（590・1476・1533）

北陸：高杯（1393）

東遠江～駿河：大廓式壺（627・1474）

二次搬入品（模倣品）は、以下の資料がみられる。

近畿：タタキ甕（1475）

西遠江：壺（1435）

北陸：装飾器台（1625）

瀬戸内：甕（1643）

タタキ甕には、近畿地方で一般的に見られる叩き

出し手法によるもの（1532）以外に、頸部に接合痕

のあるもの（1475）があり、この点から搬入品のみ

でないことが分かる。

時期的には、遺構一括遺物が少ないために外来系

土器の流入する明確な画期は分からない。しかし、
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山中Ⅱ式の段階にタタキ甕（403）や鉢(422)が存在

することが明らかになった点は重要である。大和盆

地において、古墳時代前期の東海系遺物の流入の初

現がこの時期に求められている（８）点と一致する。

また、島貫Ⅲ期古相には、濃尾平野のパレス壺

（329ほか）や北陸地方の高杯（1393）や近畿地方の

小型有段鉢（1641）・小型器台（331）が搬入され

ている。

この時期は、近畿地方からの搬入品が流入するこ

とによって土器組成に変化が生じる画期となる段階

であり、今回は小型有段鉢の搬入が確認された点が

注目できる。山中Ⅱ式以来、近畿地方からは煮沸具

が稀少ながらも搬入されているが、当該期までは土

器組成を変化させることはなく、土器組成の点では

島貫Ⅲ期古相が画期となる。

では、土器の様相の変化は他の様相と連動してい

るのかであるが、第２節のとおり、集落の様相は島

貫Ⅲ期古相に画期を求められるものではなく、連続

して展開する。また、同様に金属加工の痕跡も第６

節のとおり、島貫Ⅲ期古相以前から認められるもの

であり、土器の変化に連動した特徴的な変化は認め

られない。

なお、雲出川下流域は伊勢平野では外来系土器の

出土量が屈指の地域であり、雲出島貫遺跡や片部・

貝蔵遺跡（９）において、各地の外来系土器が出土し

ている。これらの遺跡は同水系で近隣の遺跡ではあ

るが遺跡単位で出土傾向が異なる特徴があり、雲出

島貫遺跡では東遠江～駿河・関東からの搬入品が多

く出土しており、片部・貝蔵遺跡ではまとまった量

の北陸系の二次搬入品や西部瀬戸内系と考えられる

土製支脚が出土している。したがって、西肥留遺跡

からも外来系土器が出土したが、地域的な視点から

見た場合には出土した外来系土器の特徴は特筆され

るべきものでもなく、むしろ、出土量としては少ない。

第５節　弥生時代後期から古墳時代の水銀朱関連遺物について

水銀朱の付着した遺物は石器のみであり、土器類

には全く認められなかった。

水銀朱の付着する石器は各調査次において複数出

土しており、朱専用とされる棒状石杵Ｃ類（10）２点

(1151・1459）と磨石３点（358・748・1200）があ

る。また、肉眼観察の結果、朱の付着を確認できな

い棒状石杵Ｃ類１点（22）・磨石１点（309）も出

土している。

水銀朱の付着状況は、棒状石杵Ｃ類（1459）には

両端部にしっかりと付着しているが、他の棒状石杵

Ｃ類と磨石は石材の窪みに入り込んだ形で残存する

程度であり、いずれも擦痕と敲打痕が確認できる。

竪穴住居・Pit・土坑など様々な地点から出土し

ており、出土状況に共通性はみられないが、磨石の

出土した竪穴住居は、砥石が共伴する特徴がある。

第６節　金属の加工について

西肥留遺跡では銅・鉄製品および滓が複数出土し

たが、重複遺構が多かったことや細片のために出土

状況の不明な遺物が多い。このために、重複遺構の

多い地点での重複関係を整理し、出土した土器の時

期を一覧表（第84表）に示した。

その結果、銅・鉄ともに共伴する土器は時期的に

島貫Ⅲ期古相から新相にかけてピークがあることが

明らかになった。

遺構単位では、鞴羽口や鋳型片の出土している遺

構から原料となる銅滓や鉄滓あるいは金属製品が同

時に出土していないが、各種の砥石類や鞴羽口が出

土している点は遺跡内で金属加工を行っていること

がわかる。また、銅滓の出土地点や切断された鉄

鏃・板状鉄片などが複数出土しているＳＨ327およ

び鍛冶遺構の類例が知られる間仕切り溝のあるＳＨ

350は、調査区の南部に集中する傾向がある。

なお、航空写真の判読を行ったところ、今回の調

査区で確認されたⅢ期の居住域がみつかった微高地

は、遺跡の南東部に相当する地点と考えられ、その

中でも金属加工の痕跡は南東部に集中する。
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第154図　水銀朱関連遺物実測図(1：8)

第84表 Ⅲ期重複遺構・金属器出土遺構等一覧表（△は重複関係等から矛盾あり）



古墳時代後期の土器が第１次調査区を中心に出土

していることから、雲出川下流域における古墳時代

後期の集落から出土した土器群として遺構一括遺物

を中心に特徴を把握したい。なお、器種名等は同じ

雲出川下流域の集落遺跡である雲出島貫遺跡のＤ期

編年を参照した。

１．時期と土器の様相

古墳時代後期の須恵器は、陶邑田辺編年（11）（以下、

省略）のＴＫ47型式併行期からＴＫ43型式併行期

（５～６世紀）にかけての時期の土器がみられるが、

主体となるのはＴＫ10型式併行期からＭＴ85型式併

行期（６世紀前葉～中葉）にかけてである。また、

遺構の一括性を重視した結果、須恵器は複数型式が

同時に出土しており、長期間にわたって使用されて

いることが明らかとなった。したがって、参考に示

した須恵器の型式名は最も新しい型式名である。消

費地での状況を示す好例である。

土器群ＳＺ22 ＴＫ10型式に併行すると考えられる

土器群である。供膳具は須恵器蓋杯・土師器小形

鉢・小形台付鉢・高杯が共伴する。煮沸具は甕Ａ大

形・甕Ａ小形と甕Ｂ1が共伴する。

土坑ＳＫ40 ＭＴ85型式に併行すると考えられる土

器群である。高茶屋式（12）の鉢・甕Ａ（Ｓ字状口縁

台付甕）が共伴する。

井戸ＳＥ8井筒内最下層 同じくＭＴ85型式に併行

すると考えられる土器群である。供膳具は須恵器蓋

杯・土師器高杯が共伴する。煮沸具は甕Ａ・甕Ｂ1・

甕Ｂ2が共伴する。この資料によって、ＭＴ85型式

併行期まで甕Ａの残存することが明らかになった点

は重要である。また、この段階で煮沸具における甕

Ａ・Ｂの比率も前者から後者へと移行する点も明ら

かになった。この傾向は雲出島貫遺跡においても共

通する。甕Ｂについては、甕Ｂ2が体部内面下半部

をヘラケズリで仕上げるいわゆる南勢型甕（13）であ

り、薄く仕上げられているために軽量である。一方、

小形の丸底甕である甕Ｂ1は甕Ｂ２と同様に体部内

面下半部をヘラケズリで仕上げている甕だけでな

く、体部内面全体がハケ調整で仕上げられたものや

体部内面全体を工具ナデ・ヘラケズリで仕上られた

ものがあり、内面の調整技法は多様である。また、

全体に器壁は厚い傾向が認められた。貯蔵具は須恵

器壺・横瓶がある。

２．焼成不良の須恵器について

焼成不良のために赤褐色を呈する須恵器が多く出

土している。この点については、須恵質の破片（巻

頭１）や焼き歪みの著しい須恵器（例えば131）が

一定量出土している点と併せて生産地が近隣に存在

すると推定できる。 （川崎志乃）
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第７節　古墳時代後期の土器について

第８節　ＳＸ365出土鉄製品群について

ＳＸ365からは複数の鉄製品がまとまって出土し

た。内訳は素環頭刀１、鏃３、R２、錐３、斧１、

鑿１、鏨１、不明工具１である。ただ残念ながら、

調査上の制約などもあり、これを埋蔵した遺構その

ものの状況を明確にすることはできなかった。また、

この遺構に伴うと考えられる土器も抽出できなかっ

た。したがって、この遺構の時期や性格は明らかに

なっていない。そこで、出土した鉄製品群について

その形態や組成を検討し、この遺構の時期や性格に

ついて考えてみたい。

１．時期

まず、個々の鉄製品を検討し、ＳＸ365出土鉄製

品の時期について考えていきたい。鉄製品の時期を

絞り込んでいく上で最も参考になるのは、形態的変

化に富み、これまでにも編年に関する検討が積み上

げられてきている鉄鏃であろう。したがって、まず

３点の鉄鏃について見ていきたい（１４）。

1670の腸抉柳葉式の鉄鏃は、深い腸抉を有するこ

とが特徴的である。こうした腸抉柳葉式鉄鏃は、古

墳時代前期末～中期前半にかけて多く見られるもの

である。また、鏃身部の形状はやや細長く、ふくら

を持つ。前期の腸抉柳葉式鉄鏃はやや鏃身部が短い

印象のものが多いため、こうした鏃身部の形態から

は中期前半に位置づけられる可能性が高い。
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1004と1005は短茎鏃と考えられるものである。短

茎鏃は古墳時代前期から見られるものであるが、最

も盛行するのは中期前半とされる。そして、近畿地

方周辺では中期中頃をもって減少し、後期には消滅

していくようである。したがって、これらの短茎鏃

は古墳時代中期以前に位置づけられよう。また、鏃

身部の形状を見ると、1004・1005ともに幅広な三角

形の鏃身部を持っている。前期段階の短茎鏃はやや

鏃身部が細身で腸抉も深い傾向があることが指摘さ

れていることから、これらの短茎鏃は中期に位置づ

けられる可能性が高いだろう。

以上のように、腸抉柳葉式の鉄鏃は中期前半に位

置づけることができ、他の短茎鏃についても矛盾が

ないものと思われる。では、他の遺物の編年観は以

上の鉄鏃の年代観と一致するのであろうか。時期の

限定できる遺物が少なく、個々の遺物についての位

置づけを図ることは難しい。ただし、時期を考える

上で注目されるのは、３点が出土している錐である。

出土した３点の錐には、いずれも捩りが加えられ

ている。これはレントゲン写真などによっても確認

できる。こうした古墳時代に属する捩りを加える工

具としては、錐の他に鑿などが報告されているが、

全国的に見てもほぼ中期に限って見られるようであ

る（１５）。捩りが加えられた工具の出土例はあまり多

くはないが、静岡県五ヶ山Ｂ２号墳（１６）・堂山１号

墳（１７）、大阪府野中アリ山古墳（１８）などでは鑿、岡

山県金蔵山古墳（１９）・神宮寺山古墳（２０）・随庵古墳

（２１）などでは錐が出土しており、主に中期前半の古

墳において多く出土しているようである。三重県内

でも中期初頭の伊賀市石山古墳（２２）東槨から捩りが

加えられた錐が出土している。

この他の鉄製品についても、袋状鉄斧は袋部と刃

部が別造りであることから、古墳時代前期後半以降

のものであると考えられ（23）、中期前半の時期観と

矛盾しない。

以上で見てきたように、ＳＸ365出土鉄製品は全

体として古墳時代中期前半に位置づけられる可能性

が高い。

２．出土鉄製品から見たＳＸ365の性格

次に、出土した鉄製品の組成などからＳＸ365の

性格について考えてみたい。ＳＸ365から出土した

鉄製品の種類は、武器と工具とが混在していること

が特徴的である。しかも、素環頭刀という大型武器

も存在している。こうした鉄製品組成で真っ先に思

い浮かぶのは古墳の副葬品における鉄製品の組成で

あろう。

中期前半の古墳の副葬品における鉄製品の組成を

見ていくと、やはり大型武器・小型武器・工具とい

う組成が多く認められる。大規模な古墳では必ずと

いってよいほどこの３者が副葬されており、中小規

模の古墳でも量的には少なくともこの３者が副葬さ

れているものが多く見られる。

鉄鏃は数が少ないが、２種類の鉄鏃から構成され

ている。東海地方の中期前半の中小古墳でも、鉄鏃

が副葬されている場合には２～３種類の鉄鏃で構成

されていることが多い。また、古墳の規模にかかわ

らず、短茎鏃・無茎鏃を含んでいることが多い（２４）。

したがって、鉄鏃の種類から見ても副葬品とみて問

題ないと思われる。

捩りの入った工具についても、全国的に見ても出

土例が少ないことは先に述べたが、その少ない出土

例のほとんどは大規模な古墳の副葬品として出土し

ているようである。

また、注目されるのは工具類の多くに鹿角製の装

具が装着されていることである。Rなどの工具類に

鹿角製装具が付けられていることは極めて稀であ

る。大規模な古墳から出土した工具にも、刀子以外

の器種で鹿角製装具をもつものはほとんど見られな

い。このことは、これらの工具類が特別な意味を持

っていたものであることを示唆している。

以上の点から考えれば、出土鉄製品は副葬品と考

えて矛盾がない内容であり、やはりＳＸ365は埋葬

施設であったものと推定される。墓壙や棺は明確に

は検出できなかったが、木棺直葬であったのだろう。

この埋葬施設に伴う墳丘の痕跡は検出されていない

が、周囲の状況を踏まえれば大規模な古墳であった

とは考えにくく、小規模な古墳であったか、あるい

は墳丘を持っていなかったものと考えられる。

ただし、出土状況からは副葬品と考えることにや

や疑問も感じられる。通常、棺内に刀剣類、特に長

刀が副葬される場合は遺体の脇に配することが多い

が（２５）、素環頭刀が遺体脇に置かれていたような様
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子は認められない。また、ＳＸ365では鉄製品はす

べてまとまって出土しているが、刀剣類は工具とま

とめて副葬されることも少ない。こうしたことから

みれば、出土状況からは埋葬施設における副葬品と

してのあり方を明瞭に見いだすことはできないとい

える（２６）。

以上をまとめれば、ＳＸ365は埋葬施設であった

可能性が高いものの、副葬品としては出土状況など

に疑問点があるといえる。また、想定される古墳の

規模と、出土した工具の特殊性にもギャップがあろ

う。したがって、出土鉄製品を古墳出土資料として

取り扱う場合には十分な注意が必要である。

（石井智大）
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西肥留遺跡の調査では、弥生時代から中世前期の

遺構・遺物について、多くの新知見が得られた。最

後に、西肥留遺跡の意義とそこから提起される学術

上の課題を箇条書きにし、今後の調査へと繋げたい。

１．堆積構造の把握と記録

沖積低地における発掘調査において、層相の把握

は記録の根幹に関わる。より計画的に効率よく調査

をすすめていくためには、長期間にわたる遺構群が

同時に検出される丘陵部の遺跡とは異なり、各時代

の遺構面を時空間的に把握することが求められる。

また、それは各時期の遺構記録の前提になる。

ところが今回の調査では、層相の記載において各

調査次間で共通認識が得られていない点で問題が多

い。例えば、色調のみしか記録されていない場合に

は、粒径や堆積構造の記録がなければ基本層序の把

握はもとより遺構内の水流の有無を推定することが

困難であるし、分析に耐えうる有効な試料であるか

の是非を客観的に判断することも難しい。

また、井戸が多く掘削されている点がこの遺跡の

性格を理解する上で注目されるが、井戸は水を得る

ために掘削される性格の遺構であることから、言う

までもなく井戸の記録には埋土だけでなく壁面や底

面の記録を行う必要があろう。

さらに重複する遺構群においては、現地調査時の

平面図・断面図・所見は基本的に共通認識の下で記

載されるべき事項であり、層位の詳細な記録は遺構

の機能や意味づけがあってはじめて有効となるので

ある。当然ながら、遺構出土遺物の抽出にあたって

は出土状況に基づく遺構の時期決定が求められる。

これらの基本的な事項の共通理解のないままに現

地調査が進められていたことによって、報告段階に

は膨大な量の作業が残されていた。

沖積低地での効率的で正確な記録を作成するため

には、現地調査時により詳細な堆積構造の把握が課

題となる。今後の調査に生かしたいと思う。

２．弥生時代後期から古墳時代前期の集落

旧河道の自然堤防を利用した微高地の上に、弥生

時代後期の山中Ⅱ式から古墳時代前期の島貫Ⅳ期ま

での集落が展開する（第８章第２節参照）。

集落構造の点では、Ⅲ-３期（島貫Ⅲ期古相）に

居住域と生産域の間が溝で区画されていたのに対

し、Ⅲ-４期（島貫Ⅲ期新相）には生産域が居住域

に包含され、居住域と墓域が溝で区画されるように

なる。土器は山中Ⅱ式以来、近畿地方から煮沸具が

稀少ながらも搬入されているが、島貫Ⅲ期古相まで

は土器組成を変化させることはなく、土器組成に変

化が生じる島貫Ⅲ期古相が画期となる。しかし、集

落の様相や金属加工の痕跡は、出土土器の変化に連

動した特徴的な変化は認められない。

なお遺跡の周辺には、当該時期の遺跡が多く位置

している。西肥留遺跡の集落は旧河道に隣接して立

地するが、同じ旧河道沿いの上流部には片部・貝蔵

遺跡や赤部遺跡が存在している。旧河道が遺跡間を

つなぐ導線となることから、その関係をどのように

捉えていくかは今後の課題である。

３．ＳＸ365に関わる問題

単独で出土したＳＸ365は埋葬施設であった可能

性が高いものの、出土状況の点からは疑問点がある

と考えられた（第８章第８節参照）。

４．字「アミダジ」に関わる問題

字「アミダジ」の地境の相当地点に溝ＳＤ302が

位置しており、同方向の地割が中世前期に遡る可能

性が高まった（第８章第２節参照）。「アミダジ」の

地名は寺院の存在を彷彿させるが、寺院にまつわる

中世の遺物が全く出土していない点で、今のところ

当該遺構との相関性を見いだすことは難しい。しか

し、遺跡内から古代瓦が出土していることから、近

隣に寺院が存在していた可能性は否定できない。

また、同地割は条里方向と向きを違えている。自

然地形の近似値をとることから地形に制約されてい

ると考えることもできるが、遺跡周囲では条里方向

の遺構も確認されていることから、地形以外の何ら

かの規制を受けていることも考えられ、その点でも

寺院が存在する可能性を否定できないことから、今

後の課題としたい。

（小濵・川崎）

－ 405 －

第９章　調査の総括と今後の課題
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